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地域包括ケアシステムと精神保健福祉士 
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 松本 すみ子 



          略  歴 
〔現職〕 

  東京国際大学 副学長 / 人間社会学部 学部長 

 

〇 精神科医療機関でのPSWを経て、東京国際大学に着任 

〇 研究 ： ・メンタルヘルスと福祉教育 

       ・精神保健福祉ボランティア 

         ・精神保健福祉士の養成教育（卒業後の継続教育） 

         「精神保健福祉士の資質向上を促進するキャリアラダー開発と 

           支援策の評価に関する研究」 JSPS科研費17K04223 

○博士（社会福祉学） 

〇 社会福祉士、精神保健福祉士 



本日、みなさんと一緒に考えたいこと 

  
昨今、ソーシャルワークをめぐり大きな動きが生じている 
  

 この流れの中で、精神保健福祉士は何をしたらよいの 
 だろうか？ 
      
        キーワード：地域包括ケアシステム 



１．昨今の政策動向 
    ⇒ 地域包括ケアシステムに焦点化 
２．地域包括ケアシステムとは何か 
３．メンタルヘルス課題や生活福祉課題を抱えても、 
  その人らしく暮らせるまち（地域）を創る 
４．精神保健福祉士に求められる役割・機能・使命 
  と資質向上 

本日の講演の流れと内容 
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   「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」 
             （2015年9月） 

ニッポン一億総活躍プラン 
          （2016年6月2日閣議決定） 

 「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部の設置 
                （2016年７月） 

    地域共生社会実現本部 / 地域力強化検討会 
        「中間とりまとめ」（2016年12月） 
 

「地域共生社会」実現に向けて（当面の改革工程）」 
             （2017年２月） 

    地域共生社会実現本部 / 地域力強化検討会 
        「最終とりまとめ」（2017年9月12日） 
 

ソーシャルワークをめぐる政策動向 



     示された、３つの地域づくりの取り組みの方向性 
 

１ 自分や家族が暮らしたい地域を考える」という主体的、積極的な 
  姿勢と福祉以外の分野との連携・協働によるまちづくりに広がる 
  地域づくり 
２ 「地域で困っている課題を解決したい」という気持ちで、さまざまな 
  取り組みを行う地域住民や福祉関係者によるネットワークにより 
  共生の文化が広がる地域づくり 
３ 「一人の課題から」、地域住民と関係機関が一緒になって解決する 
  プロセスを繰り返して気づきと学びが促されること 
   

 

地域力強化検討会最終まとめ 
（2017年９月12日） 



      

地域共生社会の実現に向けて、市町村に 

よる地域住民や行政等との協働による 

包括的支援体制を推進することが盛り 

こまれた  

社会福祉法改正 



1.「地域共生社会」を実現する 

2. 従来の「縦割り福祉」からの脱却を目指す 

3. 分野横断的・全対象型地域支援体制を確立する 

4. 支え手側と受け手側に分かれるのではなく、地域 

   のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、 

   自分らしく活躍できる地域コミュニティを創って 

   いく 

         ⇒ 地域包括ケアシステムの構築 
 

 

 

 

 

要  点 



地域包括ケアシステムとは 



 

 

地域包括ケアシステム 

日本は、諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行しています。 

 ６５歳以上の人口は、現在３，０００万人を超えており（国民の約４人に１人）、
２０４２年の約３，９００万人でピークを迎え、その後も、７５歳以上の人口割合
は増加し続けることが予想されています。 

 このような状況の中、団塊の世代（約８００万人）が７５歳以上となる２０２５年
（平成３７年）以降は、国民の医療や介護の需要が、さらに増加することが見込
まれています。 

 このため、厚生労働省においては、２０２５年（平成３７年）を目途に、高齢者
の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域
で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的
な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進しています。 
 
厚生労働省 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/ 



 

 

 
精神保健福祉をめぐる政策動向 

 

  精神障害にも対応した 
   
   地域包括ケアシステムの構築 
 



 
精神障害者が、地域の一員として自分らしい暮らしを 
することができるよう、医療、保健、障害福祉、介護、 
住まい、社会参加（就労）、地域助け合い、教育が 
包括的に確保された地域包括ケアシステムの構築を 
目指す必要がある。        

                         厚生労働省 

   精神障害にも対応した 
   地域包括ケアシステム 



 

 

 

 

            
 
・精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの  
 構築推進事業 
  ⇒2018年度予算 515,642千円（昨年度 192,893千円） 
 
・精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの   
 構築支援事業 
  ⇒2018年度予算 39,405千円（昨年度 37,500千円） 
 

予 算 化 



 
 

第５期障害福祉計画に係る国の基本方針の見直し 
〔主なポイント〕 
 ・地域における生活の維持及び推進 
 ・就労定着に向けた支援 
 ・地域共生社会の実現に向けた取組 
 ・精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築 
 ・障害児のサービス提供体制の計画的な構築 
 ・発達障害者支援の一層の充実 
 

第７次医療計画の見直し（精神疾患の体制） 
 ・多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築に向けた医療機能   
  の明確化 
 ・今年度より医療計画、障害福祉計画、介護保険事業（支援）計画の３計 
  画が新たに開始することから、それぞれの計画が連動するように、同 
  一の理念を共有する。 
 



 

 

地域包括ケアシステムをめぐる２つの動き 

 地域包括ケア 
       システム 

精神障害者にも 
対応した地域包括 
ケアシステム 



 

 

 地域包括ケア 
       システム 

精神障害者にも 
対応した地域包括 
ケアシステム 

子どもの貧困 

自殺 

ひとり親 
生活困窮 

大規模災害 

ダブルケア 

LGBT 

無国籍の児童 人身取引被害者 
非正規雇用 

外国人労働者・技能実習生 

犯罪被害 

過重な労働 

青少年の非行 

DV 

多様な生活福祉課題（生活のしづらさ） 



 

 

 ひとり親 

生活困窮 

子どもの貧困 

過重な労働 

介護：認知症 

精神疾患・精神障害 

 離婚  無職  離婚 

・高齢者に焦点化された地域包括ケアシステム 
・精神障害者に焦点化された地域包括ケアシステム 
・しかし、これでよいのか？？？ 
 求められる地域包括ケアシステムとは？？？ 

非正規雇用 

多様な課題に直面する個人、家族 

本人 

妹 

祖父 

母  虐待 

 喘 息 



 

 
 地域包括ケア 
       システム 

精神障害者にも 
対応した地域包括 
ケアシステム 

子どもの貧困 

自殺 

ひとり親 生活困窮 大規模災害 

ダブルケア 

LGBT 

無国籍の児童 

人身取引被害者 

非正規雇用 
外国人労働者・技能実習生 

犯罪被害 

過重な労働 

青少年の非行 

DV 

地域共生社会の実現 



  

 

 

誰もがその人らしく暮らせるまちを、みんなで創る 
 

 
「地域共生社会の実現」とは 

 



     
 
誰もがその人らしく暮らせるまちを、みんなで創る 
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

メンタルヘルス課題・生活福祉課題を抱える人 ＆ 全ての人 

自分の望む生活や人生を 

住居・医療・雇用・所得・参加の保障、居場所・役割の創出 

隣近所・町内会・小中学校区・区市町村・県・国 

当事者・専門職・行政・地域住民 

社会資源・地域社会関係・ネットワークの創出 

 
「地域共生社会の実現」とは 

 



いわゆる社会的な理由・要因から、医療的には入院治療の必要 
がないにも関わらず精神科病院に入院を継続している方々が 
多数いらっしゃる。 
 

   ・帰る家・場所がない 

  ・家族の受け入れ体制が整わない 

  ・地域住民が退院に反対している 

 

   

   社会的入院の解消ならびに予防に向けては、 
   その「患者さん」はもとより、とりまく状況・環境 
   へのアプローチも不可欠！  

精神医療・精神保健福祉の現場では・・・ 



・排除 ＋ 包摂 ＋ 無関心 ⇒ ３層の地域住民の姿 

 

・地域で暮らしていくための基盤を協働で創る 

 （専門職＋行政＋当事者＋地域住民） 
 

 
メンタルヘルス課題やその他の生活福祉課題を抱えても、 

その人らしく暮らせるまち（地域）を創る 
 



個人  家族  集団 組織・機関   地域 社会 

ミクロ 

マクロ 

メゾ 

対象 

実践レベル 

福山（2010）を参考に演者修正 

ソーシャルワークの実践領域 



全米ソーシャルワーカー協会(National Association of Social  
  Workers)の「倫理綱領（the code of ethics）」  （2017年新版） 
 
   

 “Clients” is used inclusively to refer to   
    individuals, families, groups,   
    organizations, and communities" 

ソーシャルワークの対象 
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レジデンシャル・ソーシャル
ワーク 
  ⇒ 施設ソーシャルワーク 
 
●ケアワークよりも広い概念 
●入所者に対するケアの提供や相談  
  援助 
●職員や入所者に対するプログラム 
●施設運営管理 

 

 コミュニティワーク / 
  コミュニティ・ソーシャル 
  ワーク 
●個人の直面する生活福祉課題を、 
  類似する課題を抱える他の人たち  
  の課題解決にもつなげていくための  
  地域への働きかけ（地域づくりなど） 
●事後的福祉＆予防的福祉 
 

少し角度を変えて・・・この両方が必要 

・誰もがその人らしく暮らせるまちを、みんなで創る 
・社会福祉法改正⇒社会福祉法人の地域貢献 



 

 

              社会福祉法人制度の改革     
（１）経営組織のガバナンスの強化 
○ 議決機関としての評議員会を必置（小規模法人について評議員定数の経過措置）、一定規模以上の法人への会計 
  監査人の導入等 
（２）事業運営の透明性の向上 
○ 財務諸表・現況報告書・役員報酬基準等の公表に係る規定の整備等 
（３）財務規律の強化(適正かつ公正な支出管理・いわゆる内部留保の明確化・社会福祉充実残額の社会福祉事業等へ
の計画的な再投資） 
○ 役員報酬基準の作成と公表、役員等関係者への特別の利益供与の禁止等 
○ 「社会福祉充実残額（再投下財産額）」（純資産の額から事業の継続に必要な財産額（※）を控除等した額）の明確化 
※①事業に活用する土地、建物等②建物の建替、修繕に要する資金③必要な運転資金④基本金及び国庫補助等特別 
   積立金 
○ 「社会福祉充実残額」を保有する法人に対して、社会福祉事業又は公益事業の新規実施・拡充に係る計画の作成を
義務付け等 
（４）地域における公益的な取組を実施する責務 
○ 社会福祉事業及び公益事業を行うに当たって、無料又は低額な料金で福祉サービスを提供することを責務として規定 
（５）行政の関与の在り方 
○ 所轄庁による指導監督の機能強化、国・都道府県・市の連携等 

社会福祉法改正  



● 個人の直面する生活福祉課題を、類似する課題を 
  抱える他の人たちの課題解決にもつなげていくための 
  地域への働きかけ   （地域づくりなど） 
 
● 事後的福祉 ＆ 予防的福祉 
 
● 連携 / 協働  
   ・専門職 
   ・行政 
   ・生活福祉課題に直面している人 
   ・地域住民 
 

地域共生社会の実現と連携・協働 
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福祉専門職 
高齢 

 課題 

障害 
子ども 

地域住民 

生活
困窮 

家庭 

その他 

   

 

 

行政 
医療・保健・リハ
などの専門職 

当事者 

 福祉課題発見・解決に向けての担い手のイメージ 



    「連携」「協働」とは何か？ 

   

ここを考えていくこと・実践していくことが 

重要 
 



 

連携 
 ・互いに連絡をとりあい、協力して物事を行うこと 
 ・主として、既存の専門機関や専門職を結びつけて展開する動き（ネットワーク） 
 

協働 
 ・立場の違いを土台とし、同じ目的の達成に向けて対等な立場で共に力を 
  合わせて活動すること 
 ・連携よりももう少し幅広い社会資源同志が力を出し合いながら、それぞれの 
  違いを認識し、それらを活かしつつ、共に目標達成に向けて歩む動き 
 

 〔ＰＯＩＮＴ〕 
  形骸化させない連携、協働のありかたの模索と、実施 
 



社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会における検討内容から 
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社会福祉士・精神保健福祉士は、養成課程で修得したソーシャルワーク 

に関する知識・技術などをつかって実践し、地域の課題解決にむけての 

体制構築やその維持必要なソーシャルワーク機能を発揮していく。  

  

   ①制度横断的な知識を有し 
   ②アセスメントの力 
   ③支援計画の策定・評価 
   ④関係者の連携・調整 
   ⑤資源開発        
                       ができる人 
         「地域力強化検討会」最終とりまとめ より 

    求められるソーシャルワーカーの力量  



では、どのようにそれらの力（力量）を 
 

涵養していくのか？ 



 
 

多様化・複雑化する生活福祉課題（生活のしづらさ）と 
力量形成の現状      

 

養成教育 

・研修 
・スーパービジョン 
・自己研鑽 
・その他 

  卒後の 
継続教育 

・講義科目 
  専門/教養/その他 
・演習科目 
・実習科目 
・ゼミ 
・体験型学習 

生活困窮 障害 

ギャンブル依存症 

ダブルケア 

ゲーム依存症 

無国籍の児童 
LGBT 

犯罪被害 

外国人労働者・技能実習生 

人身取引被害者 過重な労働 
非正規雇用 

高齢 

ひとり親 子どもの貧困 自殺 

大規模災害 



知識・技術の「獲得」 知識・技術の「活用」 

 「予測が困難」「変化が激しい」社会においては、知識や技術を獲得するだけではなく、 

        ・ それらを活用していく力 
      ・ 学び続ける力 
                                     が求められる 

必要なのは・・・ 



個人  家族  集団 組織・機関   地域 社会・国 

ミクロ 

マクロ 

メゾ 

対象 

実践レベル 

福山（2010）を参考に演者修正 

個人 

家族 
グループ 

施設運営管理・経営 

行政・政治 

コミュニティワーク 

コミュニティソーシャル 
     ワーク 

 
 

ソーシャルワークの実践の範囲 
 
 



今後、ますます求められる力量 
 

   ・地域アセスメント 
   ・ソーシャルアクション 
   ・地域向けの活動や事業 
   ・ネットワーキング 
   ・社会資源開発 
   ・計画策定 
   ・法や制度の制定・改定 
 

 
「地域、行政、政治」にアプローチするソーシャルワーク 

 



グループホームをつくる など 
 

ナチュラル・コミュニティ・リソース 
  地域に既にある日常生活に溶け込んでいるもの（趣味サークル、 

  祭り、ラジオ体操、見守り、犬の散歩など）を社会資源として捉える力 

 

社会資源の「福祉化」 
  これらの社会資源を福祉の視点で捉えなおし、福祉の資源として活用 

  する力 
                             （参考）兵庫県社会福祉協議会社会福祉研修所 

 

 

 

例えば・・・社会資源開発 



２．知識や技術を獲得するだけではなく、それらを活用していく力、     

  変化に対応するために学び続ける力が求められる         

「予測が困難」「変化が激しい」社会において、また多様化・複雑化を極
める生活福祉課題を目の前にして精神保健福祉士は、 

１．課題の発見や多様化・複雑化する課題の解決などに耐えうるだけの  
  力量を涵養することが求められる  ⇒  資質向上 

 ★１・２とも、卒後の継続教育の中でどのように涵養するのか？ 
 ★養成教育との接続・連動性をどのように担保するのか？    

学び続ける力を涵養すること 



養成
教育 

教員
養成
講習 

 

卒後 

教育 

 

実習指
導者養
成研修 

 

社会状況
の変化 
 

ニーズの
変容 
 

・実習指導力の涵養 
  知識と実践の切り結びを 
  促進する力 
  体験を通した省察的学び  
  を促進する力 

・演習教授力の涵養 
・実習指導教授力の涵養 
 

・知識や技術の基礎蓄積 
・講義―演習－実習の連動 
・学び続ける力の涵養 
・汎用性の涵養 

・研修 
・ＳＶ 
・自己研鑽 

資質向上を担保するための 
４つの支柱 

  ↓ 
 
資質向上 
 



精神保健福祉士の役割や機能の中で 

   ❶ 変わらないもの 
   ➋ 新しく付加されるもの 
   ➌ 強化されるもの 
   ➍ 削減されるもの 
                 を精査していくことが必要 
 
 それらを学修・修得・涵養できる学習資源や学習環境、 
 学習システムの整備が必要となる 

（養成教育＆卒後の継続教育） 
 



自己研鑽 ＳＶ 

更新研修 

基幹研修 

課題別 
研修等 

養成教育 

学び続ける力の涵養 / しくみ 

メンター 



 ・新任期からの「受ける」 
・中堅期の「受ける・行う」 
・ベテラン期の「行う」 

・文献や研究論文から学ぶ 
・研究の実施 
・日本精神保健福祉士協会  
 全国大会やその他への参加 
・日本精神保健福祉士協会の活動  
 への関与 
・ボランティア活動への参加 
・実習指導等の後進育成 

・日本精神保健福祉士協会 
 が実施する研修 
・支部等での研修 
・その他の実施主体が行う研修 
・職場の研修 
 

ＳＶ 

研修 自己研鑽 



汎用的スキルの獲得 

 汎用＝「いろいろの方面に広く用いること」 

    ソーシャルワーク実践における汎用性 
 
  それまで蓄積してきた知識や技術などを、類似し  
  た分野や福祉課題に応用し、解決を目指すこと。 
  



    汎用＝「いろいろの方面に広く用いること」 
     
    ソーシャルワーク実践における汎用性 
 

  現場の実践では養成校では学ばなかったことが目の前に・・・ 
    「学んでいないから、わからない・できない」  ⇒ × 
 
  それまで蓄積してきた知識や技術などを、類似した分野や 
   福祉課題に応用し、解決を目指す         ⇒ ○ 



プロアクティブ行動がとれる力を涵養すること 

「大学時代の経験に着目した研究」・・・人材養成の研究分野 
 
プロアクティブ行動： 
 プロアクティブとは、「先を見越した・先取りした」という意味。 
 新たな状況や課題の解決に向けた、自発的で先取り思考の 
 姿勢や活動をすること。 
  ・自分自身の課題への取り組み 
  ・関係者(他者）に対する働きかけ      （古川、山口：2012） 

   

  ⇒福祉課題の早期発見・早期解決、予防につながる 



 

学び続けることのできる環境をみんなで 
つくる 

学び続けることができるよう、自分の環境を
調整する 

学び続ける必要性の認識と、意欲の喚起・ 
維持 

学び続けるための方策 



ま と め   

昨今の激しいソーシャルワークをめぐる動きの中で 
 ・学び続ける力を涵養すること 
 ・汎用性を涵養すること 
 ・プロアクティブ行動がとれる力を涵養すること 
 

そのために精神保健福祉士は 
 ・多様な動向を迅速かつ正確に把握する 
 ・福祉と精神保健福祉の両方にアンテナを張る 
 ・求められる役割やミッションに応えうる力量を高め続ける 
 ・自分の「こうなりたい！」を描く 


