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はじめに

地域社会を取り巻く環境が大きく変化する今日、制度の狭間の問題や複合多問題、セ

ルフネグレクトなど、従来の支援体制では支えきれないような福祉課題が顕在化するよ

うになりました。また、近隣関係の希薄化により、住民相互の支え合いの衰退など、市

民の生活に当たり前にあったはずのものが年々失われていく状況にあります。

そのような状況の中で、自治会やボランティア、ＮＰＯ、社会福祉法人、企業等をは

じめとした多様な組織・団体、個人等が、それぞれの特性を活かした活動を展開してお

り、今後さらに様々な役割を担っていくことが期待されています。

また、高齢者、障がい者、こども等の各制度の枠にこだわることなく、その人が住み

なれた地域で自分らしい生活を送ることができるよう、公的サービスに加え、多様なイ

ンフォーマル活動等とも連携していくためには、それぞれの持つ機能や強みが十分に発

揮されることが重要です。そして、個別的な支援にとどまらず、地域での生活課題の蓄

積とそれに対応する施策提言・資源開発等の仕組みづくりも求められています。

伊丹市社会福祉協議会（以下「伊丹市社協」という。）におきましては、法人内の各部

署や行政をはじめ関係機関・団体、住民などと連携し、多様な福祉課題等を漏らさず受

け止め、総合的・包括的に支援する「総合相談支援体制（たよれるネット）」を推進して

います。

こうした総合相談支援体制を推進していくにあたっては、伊丹市社協がその調整機能

をしっかり発揮できるよう、新たに「課題調整会議」を立ち上げました。この会議には、

花園大学社会福祉学部の川島ゆり子教授に参画いただきながら、職員が一丸となって、

市民の生活を支えるための課題整理から支援方策の検討、さらに地域での支え合い活動

との連携のあり方や、施策提言につなげる仕組みを見出そうと取り組んでいます。

これからも、市民一人ひとりの困りごととしっかり向き合い、それを支える様々なつ

ながりを生み出しながら、“地域福祉の推進役”として市民から愛され、信頼される存在

であり続けたいと願っております。

社会福祉法人 伊丹市社会福祉協議会

会長 原田 賀代子
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第１章 課題調整会議の趣旨

１．課題調整会議設置の背景

○総合相談支援体制（たよれるネット）の推進

伊丹市社協は、相談支援機関が連携し、包括的な支援を実施する「総合相談支援体制（たよれるネ

ット）」を推進してきました。

たよれるネットとは、高齢者、障がい者、こども等の制度の枠に関係なく、支援の必要な人に対し

て、その人が住みなれた地域で自分らしく生活を送ることができるよう、総合的に支援するものです。

また、地域の生活課題を蓄積することで、施策提言を行う等、新たなサービスや資源開発にもつなげ

ようとするものです。

地域では、支援の手がかりが見つからないケース（支援拒否やセルフネグレクト）や対応するサー

ビスがないケース（制度の狭間の問題）、一つの機関では支援できないケース（複合多問題）が年々増

加しています。伊丹市社協は、たよれるネットの充実によって、そのような複雑多様化する課題に対

応できる体制の確立を目指しています。

○部署の拡大と専門職の増加

伊丹市社協では、第４次発展計画に基づき、伊丹市より高齢者の相談支援を担う地域包括支援セン

ターと、障がい者の相談支援を担う地域生活支援センターの運営を受託しました。さらに、第５次発

展計画では、権利擁護支援の体制整備を目指し、市内の社会福祉法人の協働運営による伊丹市福祉権

利擁護センターを設置し、その事務局を担いました。このことにより、これまでの地域住民による福

祉活動の支援を担う地域福祉推進担当と、ボランティア活動を支援するボランティア・市民活動セン

ターに加え、高齢者と障がい者、さらには権利擁護の相談窓口をまとめた地域福祉推進室を設置し、

個別支援から地域支援までを一体的に行うことができる体制を整えました。（※１）

一方で、相談・支援を担う部署が増え、それぞれに所属する専門職も多様化したことで、部署間や

職種間での連携が課題となってきました。特に、個別支援と地域支援は、支援における視点や、主体

性、時間軸の捉え方が異なるため、両者の連携や協働を深めていくには、多くの課題がありました。

○事例検討会の設置

伊丹市社協では、部署間や職種間の連携強化を図るため、平成２４年度より地域福祉推進室を中心

に事例検討会を実施してきました。しかし、多様な専門職が一つの事例を通じて、支援方針を共有し、

それぞれの役割分担を行うまでには至らず、事例検討会の実施方法について試行錯誤を繰り返してき

ました。そんな中で、事例検討会がうまくいかない要因として、次のような課題が明らかとなりまし

た。

・それぞれの職種の専門性を互いに理解できていない

・専門職自身が認識している専門性と、他の専門職から求められることがずれている

・組織内のスーパーバイズ機能が弱い

以上のことから、これまでの事例検討会では、ケースの押し付け合いや丸抱え、ケースの見過ごし

が起こっていたことを踏まえ、互いの専門性を知り、連携する上での互いの認識のズレを知ることか

ら事例検討会を組み立て直すこととなりました。
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「本報告書の構成」イメージ

▼図１「本報告書の構成」イメージ

＜趣旨・背景＞

□支援拒否、複合多問題、制度の狭間の問題の増加

□総合相談支援体制（たよれるネット）の推進

□市社協内の部署拡大と専門職の増加

取り組みⅠ 事例を活用したワークショップ

取り組みⅡ 事例検討会の運営

取り組みⅢ 課題調整会議

＜結論＞

（１）課題調整会議の意義と機能

①組織運営（アドミニストレーション）強化

②ソーシャルアクション・ネットワーク強化

③コミュニティワーク強化

（２）今後の課題と提言

①「入り口」の整備

②「出口」づくり

③住民主体の話し合いの場との連動（地域福祉ネットワーク）

④生活困窮者自立支援との連動

⑤組織内スーパーバイズ機能の強化

学習期
（H26.4～）

仕組み開発試行期
（H26.9～）

仕組み開発実施期
（H27.2～）

第１章

第２章

第３章

第４章

第５章
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第 2章 事例を通じて、他職種の役割を知る

１．ワークショップのねらい

連携の必要性については認識ができているものの、それぞれの専門職の枠にとどまっているままで

は互いに連携がうまくいかないということが往々にして起こってしまい、責任を押し付け合う、ある

いはあきらめて個々に支援を行うということになってしまいます。

以前の事例検討会の経験も踏まえ、今回はいきなり事例検討を実施するのではなくその前に全体の

波長合わせとしてワークショップを開催することにしました。具体的な事例を題材にしますが、ワー

クショップの目的は「ケースの出口探し」ではなく、専門職間の互いの思いや役割を「見える化」す

るというものです。またワークショップに参加する職員の経験年数に幅があるため、経験年数が浅い

職員でも意見を出しやすいように、ワールドカフェのようなトーク形式ではなくカードワークの手法

を取りました。

一つの事例に対して自分の職種はどのような役割を担えるか（役割認識）、他の職種に対してどのよ

うな役割を期待するか（役割期待）をカード化していくと、職種間での「認識と期待のずれ」がどの

部分に起こっているかが見えてきます。また互いの役割で重なる部分も見えてきます。「連携をとる」

ということは、予定調和的に最初から互いの思いがぴったり一致するということではなく、こうした

「ずれ」を互いの枠から一歩踏み出しながら修正し、重なる部分で互いの強みを生かし合いながら協

働してケースに向き合っていくプロセスだということを、このワークショップを通じて参加者全員で

体感することを目指しました。

２．ワークショップの進め方

（１）事例提供者からの事例発表

事例提供者から事例の概要について説明をします。事例を支援する上でのワーカーとして支援の意

図、迷いや悩みも合わせて提示し、それぞれの職種として、ケースへの共感を高めました。

（２）課題の整理

提供者から課題が提示しているもののほかにもケースの課題としてあげられるものがないかグルー

プで話し合い集約します。その後、コーディネーターが３点位に絞ります。

（３）ワーク

①自分の役割認識を確認

職種ごとのグループを作り、小さめの模造紙の中央にまず職種名を書きます。次に「このケースで

自分たちの職種が担えると思う役割」をカード化し貼って行きます。役割は単語ではなく、具体的に

「行動」で書いていきます。

＜(例)「情報把握」ではなく、「本人に家族との関係を聞き取る」等＞

社福士

5

まずは、互いの専門性をよく知り、連携する上で、互いに何ができ（強み）、何ができない（弱み）

かを洗い出し、できないことについては、連携することでできるものなのか、どことどのようにつな

がればできるのかを、事例を通じて考えるワークショップから取り組みました。ワークショップも含

め新たな方法での事例検討会を平成２６年度から１０回実施し、職員全員で同じ方向を向いて支援が

できるよう基盤づくりを行いました。

○課題調整会議の設置

平成２７年度を初年度とした伊丹市社協の第６次発展計画では、それまでの事例検討会を、「（仮称）

室調整会議（課題調整会議）」として、たよれるネットの調整や支援のマネジメントを担う場に位置づ

けました。課題調整会議には、伊丹市社協の各相談支援部門の中間管理職が中心となって参画するこ

とで、組織内のスーパーバイズ機能をより強化していけるよう体制整備を図りました。

２．課題調整会議設置の目的

福祉ニーズの多様化、相談内容の複雑化に伴い、社協職員の専門性の向上と適切な支援・連携が求

められています。課題調整会議は、たよれるネットの調整を担う、いわば総合相談における総合調整

を担うことを目的に設置されました。

社協内部だけでなく、多様な機関と連携し、支援することも増えていく中で、課題調整会議の機能

を強化し、個別支援の解決だけでなく、そこから見える地域課題を抽出・検討し、さまざまな資源開

発につなげていく仕組みづくりも重要となってきました。

課題調整会議を強化することで、伊丹市社協全体の支援力を高めるだけでなく、地域課題を解決す

る方策も協議し資源開発等について行政等へも提案していくことで、市全体の地域福祉力の向上を目

指す核となる場となります。

３．課題調整会議の体制

課題調整会議のメンバーは、各相談支援部門の中間管理職を中心に、現場で実務的な支援やスーパ

ーバイズを担う職員によって構成しました。平成２６年から現在まで、この会議のスーパーバイザー

として花園大学社会福祉学部の川島ゆり子教授に全面的な支援をいただいています。開催頻度は、月

に１回ですが、２ヶ月で１つの事例を取り上げ、個別課題の検討と地域課題の検討を連続で行ってい

ます。具体的には、１回目の会議で、課題の明確化を図り、伊丹市社協としての支援の方向性を決定

し、役割分担まで行います。そして、２回目の会議では、事例を通じて、浮かびあがってくる地域課

題を検討し、課題解決のために社協として取り組まなければいけないことはなにかを掘り下げ、具体

的な取り組み検討までを行います。

また、平成２７年度、施行された生活困窮者

自立支援制度により、生活困窮や社会的孤立の

相談がますます増加しています。伊丹市に設置

された生活困窮者の相談窓口に相談支援員とし

て、伊丹市社協職員が出向し、相談支援にあた

っています。課題調整会議にも、参加し、行政

と社協の連携強化にも取り組んでいます。

＜課題調整会議の様子＞
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３．ワークショップから見えたこと

○各職種の役割について整理

2つの事例によるワークショップを通して、職種ごとに、自分の専門性で担える役割と、他職種か

ら求められている役割期待のズレについて確認し合いました。そして、職種ごとに“自分たちの強み”

と“今後意識すべき取り組み”について改めて認識し合いながら、それぞれの役割について整理しま

した。

＜表１＞各職種が認識する、自分たちが今後意識すべき取り組み

職 種 今後意識すべき取り組み

社会福祉士

（社福士）

・自分たちの担える役割を、伊丹市社協内部や地域住民の方に、もっと理解

してもらいたい。

・今後は、「65歳以上は何でも来い！」という気持ちで対応していきたい。

主任ケアマネジャー

（主任 CM）

・強みは課題分析力。多角的にケアマネジャーの支援に取り組みたい。

・インフォーマルの調整・開発はケアマネジャーとニーズ把握をしながら取

り組んでいきたい。

保健師

・“地域の健康を保つ”ということも保健師の役割であることを知ってほしい。

・「地域ケア会議」にも関わっていきたい。

・包括支援センターとして高齢者（６５歳以上）の支援はおこなってきたが、

６４歳以下の方の対応についてどう対応したらいいのか悩む。

⇒「保健所の保健師」との連携が必要。

地域生活支援

センター（障がい）

・マンパワー不足が大きな課題。

・当事者の障がいを地域住民に伝えていく、理解を進める橋渡し役である。

コミュニティ

ワーカー（Cow）

・地域の居場所づくり等の資源開発が期待されている。

・サロンなど既存の資源に働きかけをして、機能の幅を広げることをしてい

きたい。そのための啓発も必要。

・個別支援的な動きをどこまで担うべきなのか？が悩み。

ボランティア・

市民活動センター

（ボラセン）

・人的資源が豊富（個人ボランティア、ボランティアグル―プ）で、ボラン

ティア調整に加え、居場所づくり・活動づくり、講座企画など様々なコー

ディネートが可能である。

・有償ボランティアの組織化には至っていない点が、今後の課題。

生活福祉資金貸付

（貸付）

・伊丹市社協内部での“貸付”に関する情報共有が必要。

・相談以後の支援を、もっと広げていきたい。⇒貸付支援後もフォローアッ

プして支援をつなげたい。

一方、各職種が自分の専門性で担える役割と、他職種から求められている役割を、表２の通り、項

目別に整理してみました。

7

②他者への役割期待確認

自分たちの職種の役割カードを書き終えたら、次に自分たち以外の職種に期待するカードをそれぞ

れの職種ごとに書いておきます。（役割認識とは違う色のポストイットを使います）書き終わったらグ

ループごとに違う職種のテーブルを順に回り、その職種に期待するカードを貼っていきます。

先に貼ってある「自分の役割認識カード」と持って行った他職種への「期待カード」の内容が全く

同じであれば、先に貼っているカードの下に重ねて貼ります。違う内容のときは違う場所に貼ります。

こうしていくと、自分の役割認識と他職種からの役割期待の認識にずれのない部分は自分の役割カー

ドの下にカードが重ねられることになり、自分の認識にはない他者からの期待がある場合は、違う色

のカードが追加されることになります。

最後に元のテーブルに戻り、自分たちの役割認識と他者からの期待にずれがないかを確認します。

自分たちの役割認識が他者から期待されていない場合は、自分たちの役割を他者に理解してもらうこ

とが必要かもしれません。また自分たちの認識にない役割を他者から期待されている場合、そのずれ

がどうして起こるのかを考えてみる必要があります。

③部分エコマップの統合化

最後にそれぞれのグループが作った職種ごとの役割認識・役割期待を貼ったシートを組み立ててい

きます。あらかじめ作っておいた当事者とその家族の家族図（ジェノグラム）を壁面に貼り、その周

りにそれぞれのグループのシートを貼っていき、壁面を使って全体のエコマップとして組み立てます。

それを参加者全員で確認しながら、課題を解決していくために連携を取るべき役割の重なりがないか、

参加者全員で共有化していきます。

社福士

他者期待と自分の

認識が一致

自分の認識が他者

には期待されてい

ない

自分の認識にない

他者期待
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このように項目別に整理してみると、複数の職種が役割として担える項目が多数存在することがよ

くわかります。こうした項目については、どの職種がその役割を担うのか一定のルール・基準を定め

ておかなければ、職種間でトラブルが生じる危険性があります。

また、各職種の専門性で担える役割と他職種から求められている役割についてのズレも見られます

が、実際の事例においては、次のような点から職種間の役割期待のズレがさらに複雑になってしまう

ことが考えられます。

具体的には、次のようなケースにおいて、職種間のズレが生じることが想定されます。

○組織力の強化をめざして

上記のような場合、実際の事例一つひとつの状況によって、各職種が担うべき役割も変化するでし

ょうから、どうしてもズレが生じやすくなりがちです。

今回のワークショップによって、同じ役割を担うと考えている専門職同士でも、その認識には「ズ

レ」があり、「わかったつもり」ではなく丁寧にズレを調整していく必要性を確認できました。また、

それと同時に、これだけ多くの連携の可能性（複数の専門職が共通の役割を認識）が伊丹市社協組織

内部に存在することが見えてきました。

今後、総合相談支援体制を推進していくにあたっては、狭間のケースや複合多問題ケースなどに対

して、各専門職の担う役割や、チームとしての支援体制など、個別支援と地域支援双方の視点からし

っかり支援方針を示し、調整する機能が必要なことがわかりました。

４．取り上げた事例

次頁からは、ワークショップで取り上げた事例を紹介します。

①役割項目のズレというものよりも、具体的な動き方についての認識のズレが大きい。

②具体的事例では複数の項目が入り混じることが多く、そうした際には複数の専門職によって

担える役割が生じ、その優先度の認識にズレが生じている。

○福祉サービス未利用の 60歳代の障がい者の主たる支援は誰が担うべきか？

（高齢部門？ 障がい部門？）

○地域住民への精神疾患の啓発は、誰が主となって進めるべきか？

（個別支援の主担当者？ コミュニティワーカー？ 保健師？ 障がい相談支援？）

○高齢者の地域見守り体制構築や活動の場づくりは、誰が主となって進めるべきか？

（個別支援の主担当者？ コミュニティワーカー？） など

9

＜表２＞各職種の役割整理表（○自分のみ、△他者のみ、●双方が、役割と認識）

区分 役割項目
社会

福祉士

主任

CM
保健師 障がい Cow ボラセン 貸付

支援 高齢者の生活支援 ●

障がい者の生活支援 ●

障がい者の就労支援 ●

経済面（家計相談含む）の相談支援 ○ ●

権利擁護支援 ●

訪問健康相談 △

支援担当者（ケアマネジャー等）の後方

支援
● ● ○ ●

健康状態チェック ●

生活における不安・悩みの聴き取り ● ● ● ○

連携 関係機関との連携 ● ● ● ● ● ● ●

医療機関、市保健師との連携 ○ △ ●

地域住民・地域福祉活動との

連携・つなぎ役
●

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟや市民活動団体等との

連携・つなぎ役
●

ケア会議等の開催・調整 ● ○ ●

ケアマネジャー、地域型包括へのつなぎ ● ● ● ●

公的サービス利用調整 ● ● ●

インフォーマルサービス利用調整 ● △ ● ●

情報

提供

高齢分野社会資源の情報提供 ● ●

障がい分野社会資源の情報提供 ●

地域社会資源の情報提供 ●

健康分野の社会資源の情報提供 ●

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟや市民活動団体等の

情報提供
●

経済支援施策の情報提供 ● ○ ●

開拓 各種勉強会・講座の開催 ○

健康講座の開催 ○

高齢者の居場所・活動の場づくり ○ △ ●

障がい者の居場所・活動の場づくり ● △ ●

地域での協力者探し ●

地域での見守り・支えあい体制づくり ● △

ニーズに即したボランティア養成 ●

当事者団体立上げ支援 ○ ●

活動グループ立上げ支援 ●

啓発 地域住民への障がい啓発 ●

家族への障がい啓発 ●

ネット会議での課題提起 ●

その他 地域ニーズの把握 ●

＊この表は、あくまで前述２事例のワークショップ内容を集約したものです。
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エコマップ（関係機関図）

②ワークショップの結果

総合的な支援を行うためにも、まずは、伊丹市社協の内部連携を進めることが求められます。しか

し、伊丹市社協の内部でもまだまだ、他部署、他職種への理解が十分にできているとは言えず、役割

認識のずれがあることがわかりました。

生活問題の要因を考察する視点には 2つの側面があり、各職種によって視点が異なります。その点

をふまえ、互いに他職種の視点を共有することが大切です。多職種で共有できるようそれぞれの役割

や視点を言語化する仕掛けとして事例検討を継続して行うことになりました。

＜自らは役割だと認識しているが、他職種から認識されていない役割＞

〇包括・社会福祉士（CW） 情報収集、情報発信

〇コミュニティワーカー（COW） 情報収集、情報発信、場づくり

★つなぎ・働きかけ・調整 ・・・ 他者から具体的な動きをイメージしづらい可能性

CW

の関心

COW

の関心

個別の内的・心理社会的な不適応

家庭や身近な人間関係

地域社会の資源不足

地域住民の連帯意識の希薄さ

その後、地域生活支援センターと伊丹市地域包括支援センター、介護
※2

支援センターで訪問を繰り返し

Aさんとの信頼関係を少しずつ構築していきました。家族の連絡先を教えてもらえるようになり、家族

も交えてAさんの生活について話し合う中で、入院治療を進めていくことができました。退院後は、A

さん自身が障がい受容されたこともあり、福祉施設へ通いながら安定した生活を過ごされています。各

部署の役割を認識し直したことで、チーム支援のイメージが共有でき連携を深めることができました。

民生委員児童委員 コミュニティワーカー

（本人：相談支援、地域支援）

伊丹市地域包括支援センター

（本人：相談支援）

地域生活支援センター

（本人：相談支援）

AA病院

（本人：医療機関）

11

①事例について

躁うつ病により入退院を繰り返していたAさん。１年前に夫が死去し一人暮らしとなったことから、

不安になるといろいろなところへ連絡をして過ごしていました。

そんなある日、Aさんから伊丹市社協へ相談が入りました。「死にたい。」と訴えられ、相談に来て

ほしいと希望されたのを受け、コミュニティワーカーと伊丹市地域包括支援センターが自宅を訪問。

まずは、精神的な面での支援が必要であると判断し、後日、伊丹市地域包括支援センターと地域生活

支援センターで Aさんの通院同行を行いました。主治医からは入院を提案されましたが、Aさんが金

銭面の負担とシルバー人材センターの仕事が継続できなくなるとの理由から入院を拒否。その後も、

電話相談や訪問を繰り返す中で、次のような課題が見えてきました。

そのような中、シルバー人材センターから仕事の依頼が来なくなり、日中自宅にいる時間が増えた

ことから、常に物事を悪い方向に考えるなど、Ａさんはさらに不安定になってきました。

Aさんの精神的な不安への対応と地域からの孤立という生活問題を解決していくためには、Aさん

にかかわる支援機関が連携して、それぞれの役割を理解し合いながら、Aさんにどのような支援が必

要なのか、誰がどのような関わりをしていくのか等を整理し、総合的な支援を提供していくことが求

められます。

（１）頻繁に「死にたい」と訴える一人暮らし高齢者のケース

【本人の概要】

・Aさん ６６歳 女性 一人暮らし。躁うつ病にて精神的に不安定。

・年金 11万円/月とシルバー人材センター6万円/月の収入あり。

・1年前に夫が亡くなり、精神的に不安定。

・こども 2人いるが、長女は本人と関係が悪く、長男は月 1回程度行き来がある。

・主治医からは入院を提案されているが、本人が金銭面の理由から拒否。長男も反対している。

〇入院治療が望ましいが、金銭的な事情等により本人が拒否

〇地域から孤立している 〇本人に居場所がない 〇家族に病気の理解がない様子
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エコマップ（関係機関図）

＊網掛け部分については、伊丹市社協が運営

②ワークショップの結果

世帯全体の支援という観点から、多職種連携のあり方について考えていくには、各職種のできるこ

と・できないことを確認し合うことから進めなければなりません。

これについては、より具体的な動きを確認し合うことが求められることから、この事例において重

要視すべき論点を整理し、それを通して各職種が担える役割について共有しました。

大項目 中項目 小項目 社福士 主任ＣＭ 保健師 障がい ＣＯＷ ボラセン 貸付

地域からの孤立防止 近隣の見守り支援の構築 ○ ● △

意向確認 ● ● ● ○

情報共有 ● ● ● ●

趣味仲間 本人の生きがいづくり ● △ ●

両親の支援 ケアマネ支援 ● ●

個別支援ボランティアの養成 △ ●

次女の役割りづくり ● △ ●

成年後見支援 ● △

家計応援 △ ●

支援ネットワークの構築 ● ● ● ● △

地域での見守り体制の構築 △ ● △

地域での居場所づくり △ ● △

地域からの理解 地域への障がい啓発 ● ●

家族の将来について

地域とのかかわり

次女の支援

世帯全体の支援

地域からの孤立防止

本人の不安感の解消 親に対する不安の聴き取り

＜○自分のみ △他者のみ ●双方 が、役割と認識＞

その後、各職種が担える役割を全体で共有しながら、世帯全体を支援していくためのチーム支援方

針を検討。

「地域生活支援センター」と「障害者福祉センター」２ヶ所の相談支援事業所とコミュニティワー

カーが、外部の各事業所等と連携を図りながら支援を進めることで、家族それぞれバラバラに行われ

てきた「点の支援」から、地域を巻き込んだ世帯全体への「面の支援」へと切り替わることにつなが

っていきました。

障害者福祉センター

（本人：計画相談支援）

コミュニティワーカー

（世帯全体：地域支援）

・訪問介護事業所ＢＢ（居宅介護）

・訪問介護事業所ＢＣ（居宅介護）

・訪問介護事業所ＢＤ（居宅介護）

・ヘルパー事業所ＢＥ（移動支援）

・ＢＦデイサービス（生活介護）

（本人・夫：介護サービス）

ＢＡ居宅介護支援事業所

（両親：居宅介護支援）

地域生活支援センター

（夫：計画相談支援）

・ＢＨ整形クリニック

・ＢＩ泌尿器科

・ＢＪ病院（眼科・皮膚科）

・ＢＫ医院（内科）

・ＢＬ病院（脳外科）

・ＢＭ医院（心療内科）

（本人：医療機関）

・ＢＮ病院（整形外科・婦人科）

・ＢＭ医院（心療内科）

（夫：医療機関）

就労支援事業所ＢＯ

（次女：就労継続支援Ｂ型）

地域生活支援センター

（次女：相談支援・就労支援）
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ｚ

①事例について

主介護者は、夫（53歳）。身体障がい（変形性股関節症・上肢機能障がい）の他、うつのため気分

に波があります。そして、加齢に伴う心身機能の低下が顕著で、1年前に転倒、骨折して以降、それ

まで可能であった妻の身体介助もできなくなりました。それでも、夫に対するＢさんの要求は変わら

ずで、最近、妻の介護に大変疲れた様子を見せています。

一方、次女（２３歳）には、知的障がいと広汎性発達障がいがあり、就労支援施設へ通所中。特に

対人関係において難しい面があり、Ｂさん夫婦とも良好な関係が築けず、現在は、Ｂさんの両親が主

に面倒をみることで、家庭内のトラブルを回避しています。

長女（２７歳）は健常者ですが、変則シフトの仕事で遠方への長期出張（年単位）もあり、家計の

足しに、給料の一部を入れる程度で、家族との関わりは非常に少ない状況です。

なお、Ｂさん家族と同じ住宅内に住む両親は、それぞれに疾患を抱えており、体調面での不安が大

きい様子です。

このように世帯の生活力が全体的に低下する状況の中、Ｂさんは、次のような不安を抱えながら生

活を送っています。

Ｂさん家族には、Ｂさんの担当相談支援専門員をはじめ、夫・次女の支援スタッフなど、様々なメ

ンバーが関わっています。（右図の通り）

しかし、各メンバーは、Ｂさん・夫・次女・両親という関わる対象ごとには、支援のあり方の協議

など連携を図っていますが、“世帯全体の支援”という視点で支援を捉えることはありませんでした。

さらには、各メンバーが、自分が担うべき役割と他メンバーへ期待する役割について十分確認し合え

ておらず、それぞれがどんな役割を担えるのかも、どの程度相互理解がなされているのか不明瞭な状

態でした。

○本人自身の障がいの重度化。

○夫の精神的・身体的なしんどさ、介護負担に対する訴え増加。

○両親の健康状態の悪化（今後、次女はじめ家族の生活状況が大きく変化する可能性）。

○近隣住民等との関わりが希薄（本人は、交流を希望）。

○家族の将来に対する多くの課題。

【本人の概要】

・Bさん 55歳 女性。 エレベーターのある公営住宅で、夫・娘二人と同居。

・本人と同じ住宅内で本人の両親が居住。次女の面倒は、主に両親がみている。

・脳性麻痺、頸椎症による全身性障がい。日常生活上、全面的に介助を要し、最近は入退院を繰

り返すなど全体的なＡＤＬ低下が顕著。身体障害者手帳 1級所持。

・躁うつのため心療内科に通院中。夫やヘルパー等に対して暴言や暴力をみせたことが過去にあ

り、家族では浮いた存在。

（２）加齢に伴う介護負担を訴える障がいのある複合世帯のケース
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（２）事実関係や、支援の介入・意図の確認を質問

事例提供者に対して、事実関係や、支援の介入・意図の確認をコアメンバーを中心に、事例提供

者に質問し、事例を深めました。

（３）各セクション、専門性でできること、連携すればできることの検討

事例に対して、伊丹市社協としての支援方針を定め、具体的な支援について検討しました。特に、

誰が、どのように進めるのかをできるだけ具体的に共有することを意識し、議論だけで終わらない

よう気をつけました。

３．事例検討で見えてきたこと

他職種連携を学ぶ事例検討では、ねらいどおり、各部署で関わる事例を部署間で共有し、実践を

他者に伝えたり、誰がどのように動くのかといったことを全体で協議する体験を通じて、組織全体

での事例検討の流れを経験することができました。

このことは、日々の事例に携わる中で、一人ひとりが伊丹市社協職員として求められるコーディ

ネートの視点を養う機会となりました。

しかし、より機動力のある場として組織内で事例検討会が位置づけられ、組織内外に対しても機

能していくためには、次のような課題があがってきました。

職員間の経験年数や経験値も異なる中で、誰が参加しても事例検討が成り立つようにすることが

理想的ではありますが、研修形式で進めていくことには限界があります。

まずは、組織内でスーパーバイズができる人材を育て、そこから広げていくことで効率的に組織

としてのボトムアップを図ることを目指していくことが必要です。

また、今回の事例検討では、個別支援の検討に時間がとられるあまり、その事例から見える地域

課題や、普遍的な課題、伊丹市社協として考えるべき課題を十分に検討できないといった課題も見

えてきました。

事例検討が個別支援にとどまらず、地域としての課題にまでつながる仕組みや手法の工夫が必要

であることがわかりました。

これらの課題を踏まえて、事例検討会の運営方法について再検討するとともに、伊丹市社会福祉

協議会第６次発展計画（平成２７年度～３１年度）にて、事例検討会の位置づけや機能について整

理しました。

計画の中では、福祉ニーズの多様化、相談内容の複雑化に伴い、伊丹市社協職員の専門性と適切

な支援・連携が求められるため、「たよれるネット」の調整を担う地域福祉推進室の各相談支援部門

の中間管理職を中心として「（仮称）室調整会議」を開催し、その中で、スーパーバイズ機能も強化

するものとしました。また、この会議では、複合多問題、制度の狭間等、各部門での対応が難しい

○チーム支援における舵取り役（スーパーバイザー）の配置。

○チームとしての支援方針の決定。

○チーム間での協議・情報共有できる場づくり。

○チーム支援の継続的なモニタリングがきっちり行える仕組みづくり。

○事例検討だけにとどまらない、出口づくりにつながる体制整備。
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第 3章 事例を通じて、他職種連携を学ぶ

１．事例検討のねらい

実際に伊丹市社協の各部署が関わる事例を、出口探しのケース会議ではなく研修の意図も併せ持つ

事例検討の場で検討する総体的な目標としては、社協組織力の発展があげられます。

また、具体的には以下の３つの目標をもって事例検討を開催しています。

（１）各部署で関わる事例を、部署間で共有する

組織の縦割りに対して、横串である共通認識を培っていくためには具体的な事例ベースで一緒に

解決に向けて協議するということが何よりも必要となります。メンバーは意識的に各部署から出て

もらい、互いの役割や思いを「わかったつもり」ではなく、言葉に出して伝え合い、認識のズレを

修正していく場としての機能を目指します。

（２）自分の実践を他者に説明する力を育てる

事例提供者は、自分自身の実践を再度振り返り、事例シートを作成し、事例検討の当日に事例概

要だけではなく、自分自身の実践の意図、悩みをメンバーに伝え共感を得ることを目指します。こ

うした「実践を伝える力」は、組織内だけではなく、行政、地域住民の方、他組織の方へと連携を

広げていく際に絶対必要となるため、まず組織内でのスキルアップの機会とします。

（３）連携の調整力を育てる

ワークショップでも体感したように、一つの役割を複数の専門職が認識していても、調整機能が

働かないと、重複や押し付け合いが起こる可能性があります。事例の解決を進めるために、まず課

題を整理し、誰がどのように動くかということのシュミレーションを全員で協議し、社協職員のコ

ーディネーション力を高めていきます。また事例検討を重ねることにより、専門職間のズレを最小

限にとどめるための一定のルールを共有していきます。

２．事例検討の進め方

ここでは、より実践的な事例検討の手法を学ぶことを目的に、コアメンバーと他の職員を分けて２

重構造で実施しました。メンバーは、これまでと同様に、地域福祉推進室と、生活福祉資金担当の職

員が参加しますが、効率的に、全体で事例検討を体験できるよう、各部署から選出した１～２名の職

員が中心となって約１０名のコアメンバーで議論を進め、他の職員は、外側で主に観察する形で行い

ました。コアメンバーについては、事例に関わる職員を中心に、多くの職員が経験できるよう回毎に

入れ替わりました。

進行は、花園大学社会福祉学部の川島ゆり子教授に担っていただき、進行方法や、ファシリテーシ

ョンの手法についても学ぶ機会としました。

○事例検討の進め方

（１）事例提供者からの事例発表

事例提供者から事例の概要について説明をします。事例を支援する上でのワーカーとして支援の

意図、迷いや悩みも合わせて提示しました。
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４．取り上げた事例

次頁からは、事例検討で取り上げた事例を紹介します。

＜事例検討の様子＞

17

ケース、伊丹市社協全体で受け止めるケースについて、各部門間の調整や支援のマネジメント、フ

ォローを行い、このことにより、これまで合同カンファレンスで対応できなかった課題を解決し、

地域支援へつなげるとしました。

▼図２「（仮称）室調整会議図（伊丹市社会福祉協議会 第６次発展計画 第５章 P56より）」

地域福祉推進担当
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②事例検討の結果

伊丹市社協としてどのような後方支援の役割を担え

るのかを検討するにあたり、Ｄ相談支援事業所が関わ

り始めた約 5年前からの経過確認と、可能な限りの情

報集約を行いました。

そして、それらをホワイトボードを用いて視覚化。

本人、母、Ｄ相談支援事業所ごと、その間の動きを時

系列に整理しながら全体を見てみることで、これまで

気づかなかった様々なことが見えてきました。

特に、Ｄ相談支援事業所については、次のようなこ

とが推測され、それらを踏まえながら、今後の後方支援のあり方について協議しました。

Ｃさんの支援体制構築に向けて、地域生活支援センターが関わっていくこととしました。

そして、まずは地域生活支援センターとコミュニティワーカーでＤ相談支援事業所の担当者と面談。

伊丹市社協が一緒に関わることを伝えるなど、Ｄ相談支援事業所が孤立しないような働きかけを実施

し、Ｃさんに対する支援の主担当をお願いしました。

そのうえで、父の支援担当者とも連携を図り、まずは、次のような取り組みを進めていくことにな

りました。

〇Ｄ相談支援事業所は、支援中断以降放っていたのではなく、どうしたらよいのかわからない状態である。

〇Ｄ相談支援事業所の担当者は、支援を中断させてしまったことに大きな責任を感じている。

〇ケース会議を開催し、世帯の情報収集を改めて行う（構成：父担当ＣＭ、父担当訪問看護、地域包括支援

センター、Ｄ相談支援事業所、地域生活支援センター、コミュニティワーカー）

〇本人の想いを聴く（担当：Ｄ相談支援事業所）

〇母の想いを聴く（担当：訪問看護担当職員）

〇近隣住民の相談窓口（担当：コミュニティワーカー）

その後、本人が適切な医療的ケアを受けられるよう、Ｄ相談支援事業所と伊丹市社協で連携し

ながら医療機関情報を収集し、本人へ情報提供。訪問歯科の利用につながり、数年我慢していた

歯の痛みへの治療が開始されました。

そして、訪問歯科利用へつながったことが、本人、母と、Ｄ相談支援事業所、伊丹市社協の信

頼関係を構築するきっかけとなり、それ以降、Ｃさん世帯全体の支援という視点を持ちながら、

父の支援担当者を交えた支援体制の構築を進めています。
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①事例について

近隣住民より、Ｃさんのことでコミュニティワーカーへ相談が入りました。具体的には、「Ｃさんは、

筋力低下、足の痛みもあり、歩行困難で全面的に介護が必要な状態にある。また、ここ数年、歯痛の

訴えがあるものの歯科受診できておらず、市販の痛み止めで抑える状態が続いている。一方、父も寝

たきり状態であるが、本人・父の介護を高齢の母が全面的に担っており、母の介護負担が大きい」と

いう内容でした。

Ｃさんへは、約 5年前よりＤ相談支援事業所が支援に関わっていましたが、担当者の引き継ぎがう

まくいかず、約 2年で支援が中断。

それ以降、約 3年間、Ｃさんはどこからの支援も受けることない状態が続いていました。

今回の相談を受けて、改めて支援体制を構築していくこととなりました。

まずは、Ｄ相談支援事業所と連携した支援体制をめざし、母の了承を得てコミュニティワーカーと

Ｄ相談支援事業所でＣさん宅を訪問。本人との面談を通して、次のような課題を抽出しました。

「途切れたままになっていた支援 ～外部連携の課題～ 」

エコマップ（関係機関図）

（１）１５年ひきこもり、通院できない息子と高齢の母のケース

【本人の概要】

・Ｃさん 48歳 男性。両親と同居。婚姻歴なし。

・統合失調症・妄想性障がいがあり、精神保健福祉手帳 1級所持。

・就労歴はあるが、どこも長続きせず、約 15年間自宅に籠る生活が続いている。

・学生の頃から「身体が常に揺れる」と訴えており、筋力低下、足の痛みもあり歩行困難。

・主介護者は母。完璧主義な面があり、自分の意向に沿う支援者のみを望む傾向にある。

・父は、要介護 5で寝たきりの状態。母の意向で、訪問診療と訪問看護のみ利用。

・近隣市に弟が在住しているが、本人との関係はよくない。

〇本人が適切な医療的ケアを受けることができていない。

〇本人へ支援機関の関わりがない。（Ｄ相談支援事業所は、本人の支援を担うことに消極的）

〇母も高齢で介護負担が大きくなっているが、自分の意向に沿う支援者以外は望まない様子がみられ、

適切なサービス導入が図れていない。

〇世帯全体での支援体制構築に向けた連携が図れていない。

コミュニティワーカー

（世帯全体：地域支援）

CA居宅介護支援事業所

（父：居宅介護支援）
近隣住民

CBクリニック

（父：訪問診療）

CC訪問看護ステーション

（父：訪問看護）

D相談支援事業所

（本人：相談支援）

CD医院

（本人：心療内科）
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②事例検討の結果

Ｇさんは体を動かすことが好きであったり、ヨガが趣味であることを活かし、趣味や特技を活かし

た活動の参加支援や場づくり、また、Ｇさんだけでなく、若年性認知症の方の普遍的な課題としても

捉え、企業や福祉施設等に理解や協力を求めることで、雇用や報酬の創出につなげていく支援を進め

ていくことになりました。

また、幼稚園での清掃活動をきっかけに、Ｈさんとの関係は良好であることが分かったため、Ｈさ

ん以外にもキーパーソンがいないか探していくことや、ゴミ出しを切り口に地域での見守り体制づく

りを進めていくことになりました。

〇趣味のヨガができるよう移送ボランティア等の活用で支援を検討

〇認知症理解を企業に啓発⇒雇用機会につなげる

〇若年認知症に対する協賛金を募り、本人への報酬につなげる

〇グループホーム、小規模多機能型施設に協力を求める（事例検討）

〇配達など身体を動かすボランティア（誤配可能なもの）

〇「見守られている」と意識せずに自然な形でのつながり⇒地域で他に人材がいないか？

〇マンション内でのキーパーソン探し

〇まずは、ゴミだしを切り口にする

〇フォーマルなサービスも活用⇒フォーマル＋インフォーマル（本人特性、意向ふまえて）

その後、Ｇさんにどのような生活を過ごしたいか、どのような活動がしたいかを聞き取る中で、

Ｈさんも参加する幼稚園の活動ならもう一度行ってもいいと話されたため、幼稚園の活動を月 1

回継続して行うことになりました。活動中、園児の元気な姿を見たり、Ｈさん等と話をしたりす

る機会ができ、回数を重ねるごとに笑顔も多く見られるようになりました。また、Ｈさんや民生

委員児童委員が協力してくれたことで、外出先で声をかけるなどＧさんのことを気にかけてくれ

るようになっています。また、他にも同じように若年性認知症に悩む方も他の地域から参加され

るようになり、当事者同士の交流も生まれています。

また、グループホームや小規模多機能型施設との連

絡会で、若年性認知症の方の居場所づくりについて協

力をもとめる働きかけも行いました。まだ、具体的な

活動にはつながっていませんが、ある施設からは、活

動の場として受入れや、活動の際の送迎の調整も検討

ができるとの声もあり、施設との協働についても考え

るきっかけとなりました。
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①事例について

長年勤めていた会社を退職後、配送の仕事をしながら生活をしていたＧさん。仕事にやりがいを感

じ毎日を過ごしていました。しかし、誤配が多かったり、オートロックの解除方法が分からなくなっ

たり、部屋にゴミが溜まっている状況を心配した兄から「認知症ではないか」と介
※２

護支援センターへ

相談が入りました。

それを受け、介
※2

護支援センターと伊丹市地域包括支援センターでＧさん宅を訪問。Ｇさんの了解を

得て、月１回の定期訪問が始まりました。何度も訪問を繰り返す中で、受診につなぐことができまし

たが、Ｇさんや家族の意向もあり、介護サービスの利用はせず、兄と伊丹市地域包括支援センターの

見守り訪問で様子を見ていくことになりました。

そんなある日、「配送の仕事をクビになった」とＧさんから報告があり、Ｇさんにとって生きがいで

あった仕事がなくなったことでいくつかの課題が見えてきました。

それから閉じこもりがちになったＧさんの日

中活動先をつくるため、近隣の幼稚園や民生委

員児童委員、近隣住民（Ｈさん）に協力をいた

だき、幼稚園での清掃活動が始まりました。草

引きなどの作業中楽にしそうに話をする姿もあ

ったものの、活動終了後、Ｇさんから「お金が

出ないなら行っても仕方がない。もういいです。」

との発言が。後日、定期訪問した際には、「家に

いても仕方がないし、雇ってくれるところもな

いので、また誘ってください。」と話すＧさん。

Ｇさんの想いを受け止めながら、これからのＧさんの生活を支援していくためには、高齢者の支援

に関わる機関だけなく、障がい者の支援機関、地域住民や社会資源との協働、また、新しい資源を開

発していくことが求められます。

（２）若年認知症のため会社を解雇され、閉じこもりがちになっているケース

【本人の概要】

・Ｇさん ６１歳 女性。オートロックマンションに一人暮らし。婚姻歴なし。

・アルツハイマー型認知症の診断。要介護１の認定はあるが、サービス未利用。

・言葉が出にくく、数字やひらがなが書けない。

・配送の仕事をしていたが、認知症の進行により誤配等が増え、解雇される。

・金銭管理等兄の支援はあるが、父の介護と本人の世話で兄がパニック状態である。

〇日中自宅でＴＶばかり見て過ごし、やりがいや生きがいがない。

〇仕事がなくなったことで、収入面の不安が強く、生活に不安を感じている。

〇近隣とのかかわりがほとんどなく、困った時に相談できる相手が兄しかいない。

〇高齢者ではないため、既存の介護保険サービスになじみにくい。

地域包括支援

センター

ボランティア

市民活動センター

Ｈさん

民生委員

児童委員

元自治会長

配送業者

介
※2

護支援センター

コミュニティ

ワーカー
幼稚園

草抜き

ボランティア

気に

かける

見守り

フォロー

抱え

込み
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エコマップ（関係機関図）

②事例検討の結果

Ｉさんの退院後の生活に向けた支援を検討するにあたっては、まずは本人の意向を確認しなければ

なりませんが、話すたびに意向が変わる状態です。

そのような状態の中で、本人の本当の意向を汲み取っていくために、次のような本人の情報整理を

行うこととなりました。

一方、Ｉさんの退院後の生活を支えていくためには、上図の支援体制では不十分です。

退院までに、①経済面での基盤づくり、②住環境の整備 の 2点について、本人の意向を汲み取り

ながら調整を進めていくことになりました。

地域生活支援センター

（相談支援）

伊丹市地域包括支援センター

（相談支援）

コミュニティワーカー

（地域支援）

近隣住民（自治会長・民生委員等）

（見守り・支え合い）

IA訪問介護事業所

IB訪問介護事業所

（生活支援・通院介助）

IC介護タクシー

（通院介助）

○本人に関わる支援者からの情報収集。そのうえで、不足する情報について自分たちの中で整理。

○近隣からの情報収集。（以前の姿を知っている人はいるか？近隣協力者を見つけられないか？）

○本人の生活基本能力の把握。

その後、Ｉさん本人の意向確認を丁寧に進めながら、退院までに自宅内の大清掃、階下へ

の転居相談など、住環境を整えるための各種調整を行いました。

また、生活保護申請についても、Ｉさんが了承し、申請手続きを実施しました。

そして、退院後に向けて、近隣の方々やサービス事業者ともしっかり連携しながら、Ｉさ

んが住み慣れた地域で安心して生活を維持していけるようなチーム支援体制の構築を進め

ています。

○経済的な基盤整備 ⇒ 生活保護の受給申請

障害年金の受給を視野に入れ、精神保健福祉手帳取得手続き。

○住環境の整備 ⇒ 低層階など別住居への転居。現住居の大清掃。

ID病院

（精神科・内科）

市障害福祉課

（障害福祉施策利用調整）
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①事例について

毎日汚れた衣服で外出し、お酒ばかり飲んでいる姿が目撃されていたＩさん。近隣住民は、そんな

Ｉさんの様子を見て気にはしていましたが、誰も関わりを持っていませんでした。

そんなある日、Ｉさんは自宅の階段下で動けず座り込んでいました。それを発見した地区担当民生

委員児童委員が、Ｉさんを 4 階の自宅まで送り届けましたが、「その後のことが気になる。だけど、

どこに相談してよいのかわからなくて…」と伊丹市社協へ相談。

それを受けて、職員がＩさん宅を訪問してみると、自宅は、お酒の空きパックで埋め尽くされ、強

い異臭だけでなく、害虫が大量に発生するゴミ屋敷。日常生活において何らかの支援が必要であると

思われたため、まずは継続的に訪問することにしました。そして、訪問を繰り返す中で、次のような

様々な課題が見えてきました。

訪問を始めて数日後、そんなＩさんが、自宅内で動けなくなり入院となりました。

しかし、その 1週間後。支えなしでは歩行も難しく、発熱と下痢、臀部にただれのある状態にもか

かわらず、入院継続を強く拒否し看護師への暴力行為も見られたため、定期的に通院することを条件

に退院することとなりました。

「自宅で暮らしたい」Ｉさんの想いを大切に、これからの生活を支援していくためには、医療、介

護といった各専門機関や行政、地域住民、多様な機関・団体等の協力を得ながら総合的な支援の調整

を進めていくことが求められます。

すでに退院した中で、何よりも在宅生活の維持を最優先にＩさんの支援調整を進め、次ページの「エ

コマップ」の支援体制を構築しました。

ところが、これまでの生活状況についてもほとんど情報がなく、本人の意向がその都度変わるなど、

これからの望ましい支援体制のあり方について、支援対象者間でも明確なカタチをイメージできない

状況が続きました。

そして、支援スタートから数週間後、Ｉさんは体調を崩し、再入院することとなりました。

○家族とは疎遠 ○金銭管理能力が不十分 ○食事も十分摂れていない

○長期間入浴できていない ○事故の保険金を、数ヶ月後には使いきってしまう状況

○高次脳機能障がいがあるように思われるが、本人の病識がない

【本人の概要】

・Ｉさん 55歳 男性。 公営住宅 4階（エレベータなし）で一人暮らし。

・約 8年前の交通事故が原因で就労困難となり、現在は事故の保険金を切り崩しての生活となっ

ている。

・高次脳機能障がいの疑いあるが、病院受診はできていない。障がい者手帳は未所持。

・身内とは疎遠で、近隣住民との付き合いもない。

（３）課題が山積みだが支援を拒否するアルコール依存のケース
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（３）事例の整理

事例に対して、「本人の望むあるべき姿」、「本人・家族・地域の課題やストレングス」に

ついて整理しました。特に、誰が、どのように進めるのかをできるだけ具体的に共有するこ

とを意識し、議論だけで終わらないよう気をつけました。

（４）支援の方向性

支援の方向性について、専門職、関係機関、地域の役割について整理しました。また、具

体的に実施することについては、時間軸を横軸に、本人もしくは周囲（近隣・地域）を縦軸

として、誰が、何をどのタイミングで実施するのかについて整理し、支援の優先順位を共有

しました。

～２回目～

（１）事例から見えた普遍的な地域の課題・伊丹市社協の課題

１回目に検討した事例から見える普遍的な課題について検討しました。

（２）伊丹市社協として進めていくべきことの検討

その場だけで解決できないものについては、プロジェクトの立ち上げや、どこのセクショ

ンで取り組んでいくことができるのかについて、より具体的に話し合いました。

（３）進捗状況の報告

前回までの課題調整会議で取り上げた地域の課題について、取り組んだものの進捗状況に

ついて、担当者から報告し、共有しました。
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第 4章 事例を通じて、地域課題を考える～課題調整会議の運営～

１．課題調整会議のねらい

これまで実施してきた事例検討会では、研修的な要素を入れて組織全体でのスキルアップを目的に

実施しました。今後、組織として個別支援の解決にとどまらず地域支援へとつなぐ場として位置づけ、

機能させていくことが必要であるため、これまでに実施してきた事例検討会を新たに「課題調整会議」

として位置づけることとしました。

課題調整会議では、さらに、個別事例を通じて、地域課題を検討するための実践力を高めるため、

個別事例の出口探しだけでなく、地域課題を伊丹市社協としてしっかりと受け止め、地域での出口づ

くりにつなげていく機能を強化することをねらいとしました。

特に、地域課題に対しては、テーマを絞り、組織内、組織外２つの方向性について検討します。具

体的なテーマに沿って、各部署でできること、連携すればできること、新しいプロジェクト等の立ち

上げが必要な場合には、そのプロジェクトの進め方についても話し合い、具体的な取り組みや活動、

事業につなげます。

また、組織外については、行政や地域、どのような主体に働きかけることで実現するものなのかに

ついても戦略的に検討する場としました。

このようなサイクルを作っていくことで、個別に起きた事例を地域づくりにつなげていく基盤とし

て伊丹市社協の中に課題調整会議を位置づけ、個別の支援力から組織力で資源開発や政策提言につな

げていくことを目指します。

２．課題調整会議の進め方

ここでは、実践的な事例検討を進めるため、メンバーを絞った形でより機動力のある体制で行いま

した。メンバーは、各部署である程度のスーパーバイズを担う位置にある中堅管理職を中心に構成し

ました。

また、これまでの事例検討会では個別ケースの検討に時間を要してしまったことを踏まえ、課題調

整会議では、１事例を２回に分けることで、個別ケースとしての検討と、事例から考える伊丹市社協

として取り組む課題の検討を別々に議論するよう実施方法を変更しました。

○課題調整会議の進め方

～１回目 ９０分～

（１）事例提供者からの事例発表

事例提供者から事例の概要について説明をします。事例を支援する上でのワーカーとして

支援の意図、迷いや悩みも合わせて提示しました。

（２）事実関係や、支援の介入・意図の確認を質問

事例提供者に対して、事実関係や、支援の介入・意図の確認を事例提供者に質問し、事例

を深めました。
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開催日 事例テーマ
事例から見えてきた

普遍的な地域の課題・社協の課題

伊丹市社協として

進めていくべきこと

平成 27年

6月 24日

7月 22日

「10 年間ひ

きこもり、対

人関係が苦手

な３０代のケ

ース」

・30 代～40 代のひきこもりの方

への支援の場がない

・こども若者企画課が把握している

所から一緒に押し上げていく

・親同士が集まれる場がない

・こども若者企画課と連携すること

で支援を広げていける。

・ニーズに合わせたテーマごとで親

の会、当事者会を考え、まずは家

族の集い場づくりから企画

・当事者の支援

・空き家を利用したシェアハウス、

ひきこもりカフェ等ひきこもり

の人たちが地域で集ったり、活動

できる場づくり等若者企画課を

含めた多機関で企画を検討する。

平成 27年

8月 25日

9月 8日

「キーパーソ

ン不在で、余

命宣告された

障がいのある

息子を持つ認

知症高齢者の

ケース」

・身寄りがない方へ支援する仕組み

・施設（老人保健施設、サービス付

き高齢者住宅、グループホーム等

へのアンケートおよび聞き取り

調査（身寄りのない方を受け入れ

る上で困ることなどの確認）

→話し合いの場の調整（調査対象施

設、行政、伊丹市社協）

→在宅（家主や不動産会社）の話し

合いの場の調整

・一定のガイドラインの作成

・施設の契約に一定のルール化

・身寄りのない方の死後の自宅の整

理

→自宅整理などを通じて就労の場

の検討

・身寄りのない方への助成金の検討

・介護老人保健施設（老健）やサー

ビス付高齢者向け住宅（サ高住）

は、死後委任事務、緊急時の対応

を行わない

平成 27年

10月 28日

11月 18日

「就労体験の

挫折によりひ

きこもりとな

ったケース」

・不登校、中学卒の人の行き場所、

つなぎの場がない
・貧困等で孤立している子育て世帯

や若者への支援として場づくり

の検討が必要

・中間就労の場づくりの検討

・ひきこもり家族の当事者会の立ち

上げ

・伊丹市社協としては、子どもの居

場所づくりが必要

→伊丹市社協組織内部に子どもの

居場所づくりを考えるチームづ

くりが必要

・学校との連携が必要だが、個人情

報の問題もあり、地域に情報が流

れてこない

・高校中退をふせぐことはできなか

ったか

・母子ホームを退所した後の支援

・ひきこもりの就労支援
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３．課題調整会議で見えてきたこと

課題調整会議を実施していく中で分かった意義として、①ある程度、現場で実践経験を積んだ中堅

職員が参加することで個別の支援方針が見いだせた、②個別事例検討と地域課題化のための検討を分

けることで、予防的見地を含めた地域課題化と解決に向けた取り組みが見えてきたことがあります。

平成２７年 2月から取り上げた６つの事例を検討する中で見えてきた「普遍的な地域の課題・伊丹

市社協の課題」と、それに対する「伊丹市社協として進めていくべきこと」については、次頁のとお

りです。

開催日 事例テーマ
事例から見えてきた

普遍的な地域の課題・社協の課題

伊丹市社協として

進めていくべきこと

平成 27年

2月 25日

3月 25日

「生活に困窮

するゴミ屋敷

に住む６４

歳、一人暮ら

しのケース」

・行政担当部署間の連携（情報共有

システム）

・ライフラインが止められた際に、

伊丹市社協もしくは市に連絡が

入る仕組み

・行政職員や他の専門機関、地域住

民に伊丹市社協の機能・役割を周

知していくための仕掛けづくり

（例：行政職員向け、議員向けの

勉強会など）

・地域住民を巻き込んだ気になる人

発見のアンテナ、発見した際の相

談窓口設置

・狭間のケース支援事例の蓄積

・伊丹市社協と行政の連携

・伊丹市社協とライフライン業者

（電気・ガス・水道）、地域店舗

との連携

・早く情報・サインに気付ける仕組

みづくり

・身寄りのない人への支援体制（キ

ーパーソンが不在。本人の意思疎

通が難しいケース等）

・継続的にモニタリングする仕組み

がない。（複数包括後、どこが 65

歳以下のケースのモニタリング

を行っていけるのか。伊丹市社協

はどこまで関われるのか）

平成 27年

4月 22日

5月 26日

「認知症状に

より活動が困

難となってき

た民生委員児

童委員のケー

ス」

・児童関係（子育て家庭等）への支

援・アプローチについて

・伊丹市の児童支援体制を知る（ど

こに相談をもっていったらいい

のか等

・支援者のサポート体制について

・「あなただけじゃない」、「リーダ

ーとして助けられ上手になろう」

といった客観的事実として伝え

ていく（福祉教育）

→伊丹市民生委員児童委員連合会

定例会でプログラム化

・支援者に支援が必要になった時の

対応

・特技を活かして活動できる仕組み

づくり（場づくり）

・民生委員児童委員の担い手不足

・客観的に民生委員児童委員の役割

を整理し、外に出せる仕事は出し

て行く
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課題調整会議として実施した手法により、個別の支援方針の検討と地域と普遍的な地域の課題や伊

丹市社協として取り組むべき課題の解決について、それぞれの論点を明確にし、じっくりと話し合う

ことで、より具体的な課題解決の仕組みについて検討することができました。

しかし、課題調整会議を実施していく中で、以下の課題も明らかになってきています。

○事例検討した後のモニタリングの仕組み（出しっぱなしにならない）

○事例の成果、介入の成果を検証する体制

○事例検討を組織内で継続していけるファシリテーション力の養成（スーパーバイザーの育成）

○普遍的な地域課題として課題化するだけでなく、それぞれの地域において具体的な支援方法の検

討（コミュニティワーク力の向上）

４．取り上げた事例

次頁からは、課題調整会議で取り上げた事例を紹介します。

＜課題調整会議の様子＞
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開催日 事例テーマ
事例から見えてきた

普遍的な地域の課題・社協の課題

伊丹市社協として

進めていくべきこと

平成 27年

12月 9日

平成 28年

1月 20日

「精神疾患が

あり、問題行

動を起こして

いるケース」

・軽犯罪を繰り返す（触法）ケース

への支援

・個別支援ワーカーが地域住民へき

ちんと説明（支援の手立て、ずっ

とかかわり続けますよという姿

勢を示す）

・地域のニーズキャッチの視点とし

て、「気になる人」だけでなく、「迷

惑」な人も含めていけるよう、コ

ミュニティワーカーが啓発して

いく

・地域からすると「変な人」の地域

での共有可能性をどこまで広め

ていけるか

・保護司は縦のつながり（県への報

告等）はあるが、横のつながりが

薄く、困ったときどこに相談した

らいいかわからないと言う声も

ある

・保護司との連携、情報共有

これらの課題から、現在、伊丹市社協では、次頁の活動を関係機関や地域住民等と取り組み始めて

います。

○「伊丹市の児童支援体制について」の勉強会を伊丹市社協職員対象に実施（平成２７年

８月実施）

○伊丹市福祉権利擁護センターあり方検討会を開催（平成２７年８月～３月）。作業部会に

て施設職員等から「身寄りのない方の支援において困ること」等を聞き取り。身寄りの

ない方への支援について課題整理を行うとともに、検討会で社会福祉法人代表者や市職

員等へ課題提起をした。

○『「見守り活動」から「見守られ活動」へ』をテーマにした「地域見守りフォーラム」の

実施（平成２８年３月実施）

○ひきこもりの当事者を対象にした「ゲームカフェ（仮）」の立ち上げ（平成２８年 3月～

実施）

○貧困等で孤立している子育て世帯等を対象にした「子ども食堂」の立ち上げ（平成２８年

5月～実施予定）

○「ひきこもり家族のつどい」の開催（平成２８年５月～実施予定）

など
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エコマップ（関係図）

②課題調整会議の結果

本人の課題として、健康への不安や見

守り体制の弱さ、制度の理解不足、経済

的困窮等が挙がりましたが、まずは、支

援者と本人がしっかり関係性を構築して

いくことが優先と判断し、ゴミの整理及

び松の木の剪定を通じて地域のハブ（自

治会長等）とつながり、本人がＳＯＳを

出せる見守り体制を構築することを目標

に支援を進めていくことにしました。

また、地域や行政内でも以前から Jさんを把握していたにもかかわらず、どの相談窓口にもつなが

っていなかったことや、行政担当部署間の連携（情報共有システム）もとりにくい状況であることな

ど、この事例から見える普遍的な課題や伊丹市社協の課題も見えてきました。

このような状態になる前に、早くに情報をキャッチできる、サインに気付ける仕組みづくり（ライ

フラインが止められた際に、伊丹市社協や市に情報が入る等）が必要です。平成２７年４月から開始

する生活困窮者自立支援制度の動向を踏まえ、気になる人を発見した際の相談窓口を明確にしていく

こと、また、地域住民等に相談へつなげていただけるよう働きかけていくことを共有しました。

＜支援の優先順位＞

①本人と支援者との関係構築。

②ゴミの整理及び松の木の剪定を通じて地域のハブ（自治会長等）とつながり、本人がＳＯＳを出せる見守り体

制の構築。

③関係性ができ、本人が話を受け入れてくれるようになれば、無料健診や保健師の血圧測定等のアプローチ

から医療機関につないでいく。

④併せて、制度の理解をしてもらうために、再度制度を説明し生活の安定に向けて、生活保護の申請へつな

いでいくことを目指す。

コミュニティワーカー

（本人：地域支援、関係機関調整）

介
※２

護支援センター

（本人：相談支援）

伊丹市地域包括支援センター

（本人：相談支援）

市・生活環境課

（本人：ゴミ処理支援）

市・生活支援課

（本人：相談受付）

地区ボランティアセンター

（本人：見守り、ゴミ処理支援）

自治会長

（本人：見守り、ゴミ処理支援）

市・徴収対策課

（本人：土地の競売）
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①事例について

自宅の屋内外いっぱいにゴミが溢れ、庭に生える松の木が隣の家にかかるまで伸び害虫被害が出て

いました。自治会長が再三注意をしても「うるさい」と怒鳴るため、地域住民からはとりつく島もな

いという感じで、長年孤立していた Jさん。

ある日、『「自宅に泥棒が入ったので怖くて一人で帰れない。」と Jさんが市役所に来庁されたので、

警察に相談したところ、数日前に自宅でボヤ騒ぎがあったことやゴミ屋敷になっていることを聞いた。

何らかの支援が必要ではないか』と心配した市職員から伊丹市地域包括支援センターに連絡が入りま

した。

本人と面談し、生活保護の説明をしても「家にお金があるかもしれない」と生活保護の申請は受け

入れません。伊丹市地域包括支援センターが訪問することについては同意がもらえたため、定期的に

Jさん宅へ通うことになりました。

毎週の訪問は受け入れてくれるものの、生活保護やゴミの処分についての同意はなかなか得られま

せん。そんなある日、J さんより「ゴミの片付けよりも松の木を切ってほしい」と話がありました。

それをきっかけに、コミュニティワーカーとも連携し、自治会長や地区のボランティア、民生委員児

童委員等にも協力を得られそうなことが分かってきました。

＜表３ 課題調整会議における課題の整理について＞

本 人 家 族 地 域

強

み

・自立した生活を継続できる（生きる）力、能

力を持っている。

・持ち家がある。

・自転車に乗れる。

・ゴミ屋敷の中でも暮らせる。

・電気ガスがなくとも生活できている。

・僅かな収入（空き缶収集）で、日々やりくり

できる。

・亡父は、近

隣住民とい

い関係を築

けていた。

・本人との関わりには消極的である

が、排除するまでの想いではない。

・自治会、地区ボランティアセンタ

ー等が協力的であり、片付けにも

相談できる。

・本人のことを一定把握している（父

が亡くなる前は、おすそ分けなど、

声掛けしてくれていた）。

弱

み

・健康への不安⇒健康保険証がなく医療費も
支払えない。

・自宅内・敷地内が不要なモノで溢れている。

・親しい人が不在。

・飲酒すると近隣住民に暴言を吐く。

・周囲のおせっかいを受け入れられるかわか

らない。

・お金を持つと飲酒に使ってしまう。

・親族と一度

もめて以降、

疎遠状態に

ある。

・敷地外まで伸びた松の葉が近隣宅

に大量に落ちてくるため、本人に

抗議するが、受け入れてもらえな

い。

・自治会は古くからの住民も多く、

自治会にＪさんへの理解をもって

もらえるような働きかけが難し

い。

（１）生活に困窮するゴミ屋敷に住む６４歳、一人暮らしのケース

【本人の概要】

・Jさん ６４歳 女性。持ち家に一人暮らし。要介護認定なし。無職。無年金。

・自宅は電気、ガス、水道のライフラインが止まっている。

・空き缶収集で１日５００円前後の収入で暮らしている。

・20歳頃から働いておらず、５年前に固定資産税滞納により、現居住地とは別の土地を競売にか

けられ約３，０００万円の収入が入るが、全て使い切った。

・２0年前に JA病院の心療内科にかかっており、何らかの精神疾患の疑いあり。
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◇ コ ラ ム J 氏 の ゴ ミ 屋 敷 の 清 掃 を 振 り 返 っ て

～ 学 生 の 視 点 か ら 考 え る ～

関西学院大学 人間福祉学部 篠原育朗

ゴミ屋敷の住民ということで、当初、Jさんはとても難しい方だと思いながら掃除に参加

しました。実際に Jさんと会ってみると思ったより明るい方でした。ゴミ屋敷を地域住民と

一緒に片付ける作業はとても楽しかったです。Jさんと地域住民には少し距離があると感じ

ましたが、社協職員がそこをうまくフォローしている印象がありました。今、ゴミ屋敷があ

れば、清掃を行う前までは市役所に相談すると思っていましたが、今では社協に相談しよう

と思いました。

関西学院大学 人間福祉学部 針生 麻菜美

Jさんは普通の高齢者だと感じたので、ゴミ屋敷は誰でも少し環境が変われば陥る可能性

があるのだと思いました。Jさんのゴミから、酒ビンやレコードなどがたくさんあり、生活

歴がみえてきました。Jさんは自由な方で住民が片付けをしている時でもタバコを吸ったり

していましたが、住民がある程度本人の性格などを理解しているのではないかと感じた場面

もありました。地域福祉の仕事が多岐にわたること、住民主体の活動の良さを現場で感じま

した。
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その後、コミュニティワーカーが働きかけ、自治会長や民生委員児童委員、地区ボランティア

センター、近隣住民と Jさんの支援について話し合う場を持ちました。ゴミの処分を通じて本人

が変わるきっかけになればと地域住民の協力を得られることになり、ゴミの片付けが始まりまし

た。回数を重ねるごとに協力者も増え、近隣の障がい者就労 B事業所や大学生、市生活環境課等

3カ月間で合計 7回の片付けに延べ 110人の協力を得て松の木の剪定まで行いました。初回は、

片付けにあまり参加せず、地域住民の声かけにも返答はなかった Jさんでしたが、回数を重ねる

ごとに地域住民の声かけに返答したり、一緒に片付けをするようになるなど Jさんの行動に少し

ずつ変化が見られるようになりました。

＜写真１ 家の外観と家中の様子＞

＜写真 2 片付けの様子＞

＜写真 3 終了後の様子＞

また、伊丹市地域包括支援センターと Jさんとの関係も回数を重ねるごとに深まり、Jさんが

ひとりで寂しいという想いを抱えながら生活をしていることが分かってきました。そのような中、

Jさんから生活保護を受ける気になったとの申し出があり、生活保護申請につなぐことができま

した。松の木の剪定が終わった後も、Jさんが孤立してしまわないよう、地域住民がゴミの仕分

けを Jさんと一緒に行うなど、Jさんを見守る体制が構築されています。
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エコマップ（関係図）

②課題調整会議の結果

本人の課題として、本人の物忘れや理解力の低下、病

院への受診、息子からの虐待の対応について、また、民

生委員児童委員活動の継続や本人の居場所づくり等が挙

がりましたが、まずは、本人が民生委員児童委員活動を

続けたいと話している想いを聴きだすことが優先と判断

し、本人の民生委員児童委員活動を続けたい理由が、本

人の役割（居場所）があることであれば、本人の居場所

をつくっていくことを目標にし、また、息子への支援者

づくりも含めて支援をすすめていくことにしました。

また、民生委員児童委員などのお世話をしていた側に支援が必要になった場合のサポート体制がな

いこと、伊丹市社協として児童関係へのアプローチが弱いことなど、この事例から見える普遍的な課

題や伊丹市社協の課題も見えてきました。

支援が必要になっても、支援をしたいと思っている人が支援者側として集える場や特技を活かして

活動できる仕組み（場）づくりが必要です。

また、児童（子育て家庭等）関係機関との連携の場が現場職員レベルではないことから、ネットワ

ークはあってもうまくつながっていない現状があります。まずは、伊丹市社協職員が児童の相談支援

体制を知り、スクールソーシャルワーカー等との情報共有の場をつくっていくことが必要だと共有し

ました。

＜支援の優先順位＞

①本人が民生委員児童委員活動を続けたいと話している想いを聞きだす。＜担当：コミュニティワーカー＞

⇒続けたい理由が役割（居場所）があること（民生委員児童委員でなくてもできること）であるのであれば、本

人の居場所をつくっていく。

②民生委員児童委員の立場（地位）にこだわりがあるのであれば、民生委員児童委員を続ける条件として、

病院受診を提案する。＜担当：市＞

③息子への支援者づくり。＜担当：くらし・相談サポートセンター＞

⇒孫の通っている学校やスクールソーシャルワーカー等へ情報収集し、息子へのアプローチ方法を探る。

コミュニティワーカー

（本人：地域支援）

伊丹市地域包括支援センター

（本人：相談支援）

地域型地域包括支援センター

（本人：相談支援）

ＫB病院（脳神経外科）

KA病院（診療内科）

ボランティアグループ

民生委員児童委員連合会事務局

（本人：民生委員活動支援）

民生委員児童委員

（本人：民生委員活動支援）
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①事例について

ある日、Kさんと同じ校区内の民生委員児童委員より「Ｋさんに認知症状が出て来ているように感

じる。このまま認知症が進むと心配。また、息子から暴力を受けているようで心配。」とコミュニティ

ワーカーへ相談が入りました。

相談を受け、コミュニティワーカーが Kさんや妻と話をすると、Kさん自身も「物忘れがあること

は自覚している」と話されるのですが、民生委員児童委員活動を続けることができるとの意向で、病

院の受診についても拒否されました。また、Kさんの妻は「夫は言っても聞かない。息子とは何を言

っても喧嘩になるだけ」と協力を得られずにいました。

何度もKさんと話す中で、「民生委員児童委員活動を継続したい」という想いと、「息子とは同居は

したくないけれども、昔みたいに家族仲良くしたい」という Kさんの想いがわかってきました。

＜表４ 課題調整会議における課題の整理について＞

Ｋ 氏 家 族 地 域

強

み

・資力がある（マンション・駐

車場を所有）。

・民生委員児童委員の活動経験

がある。

・地域とのつながりがある（近

隣に顔見知りが多い）。

・家賃収入を管理してきて、会

計、経理に強かった。

・資力がある（マンション・駐

車場を所有）。

・息子は以前仕事をしており、

仕事ができる能力はある。

・息子には働く意思がある。

・近隣地域から認知されている。

・地域の集う場が多い。

・地域の団結力が強い。

・民生委員児童委員の団結が強

い。

・何とかしてあげたいと思って

いる民生委員児童委員がい

る。

弱

み

・精神不安定。

・病識の受容ができていない。

・医療受診に拒否的。

・症状の原因を特定できてい

ない。

・本人が安心して相談できる

人が不在。

・近隣が否定的（近隣に昔か

らの知り合いが多い）。

・他者の支援を拒否している。

・息子からの暴言行為。

・妻は息子とのケンカが絶えな

い。

・妻に相談できる人がいるのか

不明。

・妻に一貫した話ができない。

（キ－パーソンの不在）

・息子は相談できる人が不在の

様子。

・息子は無職で日中家にいる。

・息子の家事能力低い。

・息子は自分の感情のコントロ

ールを十分できない。

・家族に本人の病識がない。

・次期民生委員児童委員の候補

者がいない。

・周りの民生委員児童委員が疲

れてしまっている。

・本人が辞める意思がないと民

生委員児童委員の退任が難し

い仕組みになっている。

（２）認知症状により活動が困難となってきた民生委員児童委員のケース

【本人の概要】

・Kさん ７２歳 男性。妻と息子、孫と４人暮らし。

・要介護認定なし。

・民生委員児童委員、地域のボランティアグループとしても活動中。

・KA病院（診療内科）に通院歴あり。ＫB病院（脳神経外科）への受診履歴あるが、ＭＲＩ検査

では「年相応」との診断。
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エコマップ（関係図）

②課題調整会議の結果

今後の支援の方向性として、まずは、家族への支援

を優先し、家族の話し合いに入り、想いを聴き取るこ

と、また、これまで一人で悩み続けてきた母を支える

体制をつくること、併せて弟の想いを聞き取り、本人

へ介入できるきっかけをつくっていくよう働きかけて

いくことを目指して支援を進めていくこととしました。

また、Lさんへのアプローチ方法として、本人のプ

ライドを傷つけない支援者の調整と友人からのアプロ

ーチの方法についても今後検討をしていくことを確認

しました。

また、この事例の世帯だけでなく、以前、市・こども若者企画課の主催した「ひきこもり」をテー

マにした講演会・グループトークに参加された方の中からも、「親の会のような場があれば参加したい」

という声はあがっており、L さんの母のように、悩みを打ち明けたくても話す場すらないという家庭

もあることが見えてきました。

市・こども若者企画課と連携し、ひきこもり家族を支えるセルフヘルプグループ（当事者会・家族

会）の組織化を目指していくことを共有し、現在、平成２８年度中の発足に向けて取り組んでいます。

＜支援の優先順位＞

①家族の支援

＊家族との話し合いの場を調整し、それぞれの想いを聴き、支援の方向性を一致させる

＊母を支える体制づくり（10 年間本人のことで悩み続け一人で抱え込んできたのではないか。母の自己肯定

感が必要）

＊弟の想いを聴き、キーパーソンとなれる可能性を探る（母の支えも含め、唯一別世帯である弟に関わっても

らう方向で検討）

②本人へのアプローチ

＊性別・年齢等支援者の調整必要。（同年代の同性だと本人のプライドを傷つける可能性もある）

＊友人からのアプローチの方法を検討する

友人

市役所（税関系担当窓口）

くらし・相談サポートセンター
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①事例について

ある日、Lさんの母が、「親亡きあとのことを考えるとどうしたらいいのか・・・」とくらし・相談

サポートセンターへ相談に来られました。話を聞く中で、L さんご本人との関係づくりから支援に入

ることができることを伝えましたが、L さんへの介入は父の強い拒否があったため、両親の理解と協

力が必要であることと、家族でも良く話し合うようお伝えし、母と連絡を取り合うことになりました。

面談後も、母に電話するものの、「今はかわりなくやれている」、「これ以上状態が悪くなることが怖

い」等 Lさんへの介入が難しい状況が続いたため、母と定期的に面談を続けていくことからはじめる

ことになりました。

母と面談を繰り返す中で、本人が市役所に足を運ぶきっかけになる出来事が起こりました。しかし、

母は、本人には知らせずに全て自分で解決してしまおうとしたため、相談員から「本人にさせてみて

はどうか」と提案。なんとか本人と接点をもつ機会が作れないか試してきましたが、本人が母からの

促しに応じることはありませんでした。面談の度に、母は本人への積極的な関与について、やる気を

起こすものの、家に帰ると不安感が勝り、本人との関わりは持てない日が続きました。

＜表５ 課題調整会議における課題の整理について＞

L 氏 家 族 地 域

強

み

・アルバイトの就労経験がある。

・アニメは詳しいこと。

・アルバイトを紹介してくれる友人

やアニメのつながりの友人がい

る。

・必要なときには外出できる。

・身の周りのことはできる。

・弟が本人に関われる関係性があ

るかもしれない。

・母、弟は「なんとかしないと」

と思っている。

・母は本人の苦しみを理解しよう

と努めている。

弱

み

・部屋にこもっていること。

・仕事をしていないこと（こなす自

身がない）。

・人ごみが苦手なこと。

・家族それぞれがバラバラ。

（家族の意向がそれぞれ違う）

・母をサポートする体制ができて

いないこと。

・両親が本人の変化を恐れている。

・本人に対してどのように関われ

ばよいかわからない。

・市内に就労準備支援（中間

就労場所）がない。

・両親をサポートできていな

い。

（３）１０年間ひきこもり、対人関係が苦手な３０代のケース

【本人の概要】

・Lさん ３６歳 男性。無職。両親と３人暮らし。

・弟は、結婚し、家を出ていたが、Lさんのことを心配し、母に相談に行くよう「くらし・相談

サポートセンター」を紹介した。

・１０年前から無職で、家に引きこもっている。

・大学卒業後、複数のアルバイトを３年程行い、正社員の仕事を目指して離職。その後就職活動

はしていない。

・外出は週に２～３回、コンビニ等に買物へ出かけることはあるが、日中カーテンを閉め部屋に

こもっていることが多い。
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れるような仕組みやそのための仕掛けづくりが必要です。

課題調整会議で検討したことが課題調整会議だけで終わることなく、地域や行政、他機関等、しか

るべきところにつなげていくことで、縦・横のネットワークを広げていくことを目指していきます。

（２）課題調整会議で抽出された地域課題を埋め戻さないためにどのようにプロジェクト化・計画化

するのか（出口づくり）

課題調整会議を重ねる中で、そこから出てきた地域課題や普遍的な課題等については、伊丹市社協

内外でできる具体的な事業化やプロジェクト化について話し合ったり、行政に提言することが必要な

ものや、他機関に課題提起が必要なものは、そのプロセスにおける各々の役割分担も含めて検討して

きました。その後の進行管理の仕組みをどのように位置づけていくのかは課題ですが、一定、課題調

整会議で地域課題を特化して検討する場ができたことで、地域課題の解決に向けた取り組みへの機動

力や実行力は格段に上がりました。

今後は、この課題調整会議で検討したことを、伊丹市社協の計画や行政の計画、施策化にまでつな

げていくためのルートづくりを具体的に行っていくことが必要です。

出口までの流れを見える化することにより、地域で発生し、抽出した課題を地域に埋め戻すことな

く、解決に向けた官民協働による基盤づくりにつながります。このことで、地域からも安心して相談

があげられることにもつながります。

現在ある場（会議等）と課題調整会議を整理する中で、入り口から出口までの流れを明確化させて

いきます。

（３）地域住民主体の話し合いの場をどのように支援するのか

伊丹市社協では、住民主体で話し合う場として「地域福祉ネット会議」を推進し、現在、各小学校

区単位で住民と専門職が協働して実施されています（平成２８年３月末で１５小学校区で実施）。これ

まで、コミュニティワーカーが地域包括支援センターと協働で事務局を担い、その実施や運営につい

ては、地域住民と協働で実施してきました。

しかし、これまで、実際に対応している個別の相談や支援から見えてくる地域の課題について検討

する機会がなかったことや、そもそも個別の支援方針について専門職と地域住民が話し合う機会も十

分になかったため、「地域福祉ネット会議」で個別の相談事例を取り上げて協議することはあまり多く

はありませんでした。

今後、地域福祉ネット会議をはじめ、地域住民主体の話し合いの場と課題調整会議が連動するよう、

その仕組みを構築していくことが伊丹市社協の課題です。今後もさらに地域住民が主体的に話しあう

場である「地域福祉ネット会議」等の充実に向けて、コミュニティワーカーが中心となって、地域の

ニーズを把握し、地域課題の解決に向けた協議の場づくりを支援していきます。

（４）生活困窮者自立支援との連動からみる総合性の課題

平成２７年度より生活困窮者自立支援制度の施行により、行政の庁内に生活困窮者支援の相談窓口

が新設されました。伊丹市社協からは３名が相談支援員として出向し、行政窓口と連携した相談支援

体制づくりがスタートしました。

このことにより、これまで伊丹市社協で担ってきた総合相談支援体制の中に、生活困窮者支援も加

わり、制度の狭間や困難ケースに対して重層的な対応ができるようになりました。特に、これまでは、

地域で潜在化していた高齢者や障がい者以外の若年層からの相談も顕著に増えています。
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第５章 まとめ

１．課題調整会議の機能

課題調整会議は事例検討を通じて、解決困難事例を受け止めるための伊丹市社協組織の体制強化を

目指すと共に、伊丹市社協の土台であるコミュニティワークを発展させる中核的機能として位置づけ

ています。

改めて、課題調整会議で見えてきた機能は以下の３つが挙げられます。

（１）組織運営（アドミニストレーション）の強化（解決困難な事例を受け止めるために組織の土台

を強化する）

課題調整会議には意識的に、解決困難であり、これからも地域の中で起こりうる課題を選択してあ

げるようにしました。特に、制度の狭間のケースや複合ケース等、中心となる支援者が不在のケース

に対しても、それぞれの専門性や強みを生かしながら、お互いに少しずつその領域を超えながら支援

する必要性を認識することにつながりました。そのことにより、制度の狭間であっても何とかしてそ

の事例を受け止めていくために、組織として「今できる支援」と、今後仕組みをつくり、予防的に受

け止めることを可能にする「土台づくり」の双方を視野に入れて伊丹市社協組織のあり方を検討して

いくことができます。

（２）ソーシャルアクション・ネットワークの強化（制度の狭間を検証し、地域の仕組みについて提

案する）

解決困難事例の検討を積み重ねることにより、制度の狭間や、制度の機能不全が「見える化」され

ることになります。そうした地域全体の課題を他の組織、行政と共有し、解決に向けて地域の仕組み

について、現場のボトムアップからの提案をしていくために、具体的な事例をベースに説得力を持っ

てプランニングしていく機能が課題調整会議に求められます。

（３）コミュニティワークの強化（地域住民と課題を共有し、地域基盤を強化する）

地域住民の方が日ごろから気にかけている、悩んでいる課題が「見える化」し普遍化された地域課

題について、専門職としてやるべきことをしっかり伝えながら、地域住民の方と課題共有をし、地域

活動を支えていくコミュニティワークは社協の基盤となるものです。その基盤強化のためには、個別

の課題から地域課題への連動をしっかりつなげ、地域と共に歩む組織のあり方を検討することが課題

調整会議の機能として求められます。

２．今後の課題と提言

課題調整会議を実施してきた中で、次の４つの課題が挙がってきました。

（１）地域住民からの提起をどのように課題調整会議に取り上げられるか（入り口の整備）

課題調整会議では意識的に、制度の狭間のケースや解決困難なもので、これからも地域の中で起こ

りうる課題を選択してあげるようにしました。

特に、多様な課題が複合化しており世帯全体での調整が必要なケースや、制度の狭間で中心となっ

て動く支援者がいないケース等、これまで課題調整会議で取り上げてきたケースは、支援者のニーズ

に基づき選定してきました。今後は、地域住民からあがってくるケースを課題調整会議で取り上げら
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（６）今後の展開に向けた提言

これまで述べてきたように課題調整会議は、伊丹市社協内部の総合化だけでなく、地域全体の総合

相談支援体制づくりにおける調整機能を担います。

つまり、課題調整会議は主にアドミニストレーション機能を担い、今後は、地域福祉ネット会議が

もつ「地域での課題発見力・課題解決力」と「ボトムアップの課題提起力」をより引き出すために、

個別から市域でのネットワークにまでつなげていく調整機能を担っていきます。そのことによって、

個別から地域全体にまでつながる総合相談支援体制を構築します。

そのためにも、現在、市域におけるセーフティネットの機能を果たす会議の設置が伊丹市の課題で

すが、伊丹市社協としては、高齢者や障がい者といった対象分野別ではなく、制度の狭間等の課題を

包摂する場としての「（仮称）地域包括ケアシステム推進会議」の設置について市に提言し、住民主体

の地域福祉推進体系の実現を目指します。
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障害者手帳や診断を受けていない６５歳以下で障がいの疑いのあるケースや、こどもに関する相談

も生活困窮者支援を窓口にあがってくるようになりました。

課題調整会議にも、生活困窮者支援に携わる相談支援員が参加していますが、個別ケースの検討だ

けでなく、地域資源の開発や施策提言等、生活困窮者支援を切り口とした出口づくりも重要です。

そのためにも生活困窮者支援を担当する伊丹市くらし・サポートセンターの窓口が、庁内のワンス

トップ相談窓口として、伊丹市の総合相談支援体制の中に位置づけられるよう行政と協議し、位置づ

けを明確にしていくことが必要です。そして、庁内連携会議と課題調整会議を連動し、伊丹市社協と

行政がさらに連携を深めることにより、制度の狭間のケースを漏らすことなく受け止め、地域と協働

する体制づくりが必要です。

（５）組織内スーパーバイズ機能の強化

伊丹市社協では、これまで制度の狭間のケースや、中心となる支援者がいないケースでは、初期相

談を受けた職員が、主にそのケースを担当してきました。地域住民からコミュニティワーカーにつな

げられる相談も多く、コミュニティワーカーがどこに相談をつなげばいいのか悩むケースもあり、地

域福祉推進室内での各ケースに対する調整力が課題でした。

全てのケースを課題調整会議で取り上げることは困難ですが、課題調整会議に参加するメンバーが

個別支援とコミュニティワークの連動を意識し、スーパーバイザーとなって日頃からケースの役割分

担に関する調整ができるよう課題調整会議の場でスーパーバイズ機能の強化を図っていきます。

川島ゆり子作成

伊丹市社協では組織としてコミュニティワーク力を高めるため、課題調整会議を核とした支援力の

強化を図ります。

対応困難なケースであっても、地域を基盤として課題解決を図る個別支援を実現するためにはコミ

ュニティワークとの連動を意識する必要があります。地域資源の情報を得、住民主体の活動を支え、

ネットワークを形成するスキル等、コミュニティワーク力の強化を図り、個別支援ワーカー・コミュ

ニティワーカーの双方が互いの支援ベクトルの連動を意識し、総体として伊丹市社協の課題解決力を

高めます。
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※２「介護支援センター」１２・２１・３２ページ

○介護支援センターから地域包括支援センターへ移行（平成２７年度）

伊丹市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の第 3期～第５期（平成１８年～２６年）では、市

域を日常生活圏域と設定し、１ヶ所の地域包括支援センターと身近な相談窓口である市内９ヶ所の介

護支援センターが地域包括支援センターのブランチとして位置づけ地域包括ケア体制を構築してきま

した。

第６期（平成２７年～）からは、高齢化の進展や団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年（平成

３７年）を見据え市域を複数の日常生活圏域として見直し、市内９ヶ所の介護支援センターを地域包

括支援センターに移行し、その中核となる基幹型地域包括支援センターを設置することで地域の実情

に応じた地域包括ケアを目指す体制に変更されました。

伊丹市社協では、平成２７年度より基幹型地域包括支援センターを受託し、市内９ヶ所の地域包括

支援センターの後方支援と人材育成、市内全域における多職種協働のネットワーク構築やニーズの蓄

積及び資源開発・政策提言等の役割を担っています。

【監修者プロフィール】

川島 ゆり子

花園大学 社会福祉学部 社会福祉学科 教授

関西学院大学大学院社会学研究科博士課程を経て、2008年 4月花園大学社会福祉学部専任

講師となる。2011年同大学准教授、2015年 4月より現職に至る。

地域の中で起こる生活課題がどんどん複雑多様化し、専門職支援のみでは支えきれない状況が

深刻化する中、個別支援を点で終わらせることなく、それをどのように地域の課題として捉え

なおし、地域全体で支援のシステムを構築していくことができるかを研究課題の柱としてい

る。分野別の専門職をつなぎ、専門職・住民・行政をつなぎ、地域の中に人と人のつながりの

上に蓄積する社会関係資本（ソーシャルキャピタル）を広げていく研究と実践を目指している。
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□■□■□■□■□■□ 参 考 □■□■□■□■□■□

※１「伊丹市社協組織体制図」４ページ

◆伊丹市社会福祉協議会の組織体制図（平成２７年度）
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おわりに

社会福祉協議会は、社会福祉法の中で唯一「地域福祉の推進を図ることを目的とする団

体」として位置づけられる組織であり、誰もが安心して住み続けることができる地域を

めざし、日々の業務を行っています。しかし近年、社会福祉に関する法制度が次々と改

正され社会福祉協議会が受託する事業の種類も増大し、組織の中に、多様な相談支援の

機能を抱えることになりました。

事業・組織の拡大はプラスの面で考えれば、支援の可能性が広がり組織の総合力が高

まることにつながります。しかしそのマイナスの面として、組織内で縦割りが進み組織

全体の方向性が定まらない可能性も生じることになります。

伊丹市社会福祉協議会は、今一度「地域に根差す」社協のあり方を確認し、「地域福祉

の推進」を総合的な組織力で進めていくために、組織全体の連携強化を目指し課題調整

会議を立ち上げました。

最初のワークショップでは、部署間での認識の違いが「見える化」することへの抵抗

感があったことも事実です。しかしそれと同時に、これだけの部署、メンバーがそろえ

ば支援のレパートリーがどんどん広がる可能性を参加者全員が目の前に広がるエコマッ

プの中に見出すことができました。重なる部分を調整し、互いのプラスを引き出し合う

ことができれば、伊丹市社協の底力はこれからも地域のなかで存在感を示すことができ

る、そう感じることができました。

次の一年は「コミュニティワーク」がテーマです。個性豊かなメンバーが議論し合い、

笑い合い、時に悩み道に迷いながらも前に進み続ける伊丹市社協の１０年後の姿を、私

も楽しみに見続けていきたいと思います。

花園大学 社会福祉学部

教授 川島 ゆり子




