
20210729 令和3年度 相談支援従事者現任研修

地域の相談支援体制整備や人材育成の取り組みについて

～金沢市障害者基幹相談支援センターの実践を通して～

金沢市障害者基幹相談支援センター 寺西 里恵



金沢市障害者基幹相談支援センターの概要

設置主体 金沢市

設置場所 金沢市金沢市広坂１丁目１番１号1 金沢市第一本庁舎１階 障害福祉課内

開設時間 平日9:00～17:45（夜間･土・日・祝日は電話にて受付し、24時間対応とする）

職員数 4名（社会福祉士、精神保健福祉士、相談支援専門員の有資格者）

設置年月 平成28年10月

＜設置目的＞

相談支援の中核的役割を担う「基幹相談支援センター」を設置することにより、相談支援
体制の強化を図る。 ※設置根拠 障害者総合支援法第77上の２第2項

＜運営方法等＞



金沢市障害者基幹相談支援センター整備プロセス

平成27年4月、障害者自立支援協議会に

「基幹相談支援センター設置等検討専門部会」を設置し、検討を開始。

平成28年4月、障害者自立支援協議会の

「基幹相談支援センター設置等検討専門部会」を発展的に解消。

平成28年10月、「金沢市障害者基幹相談支援センター」を設置。

令和2年10月、地域生活支援拠点事業の開始にともない、金沢市障害
福祉課内に「金沢市障害者基幹相談支援センター」を移設。



金沢市障害福祉課のホームページの中に、
金沢市障害者基幹相談支援センターの情報があります



金沢市障害福祉課のホームページから
パンフレットや資料をダウンロードできます





基幹相談支援センターとは

設置根拠 障害者総合支援法 第７７条の２

基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を
担う機関として、障害者相談支援事業及び成年後見制度利用支援
事業並びに身体障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号、知
的障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号並びに精神保健及
び精神障害者福祉に関する法律第四十九条第一項に規定する業務
を総合的に行うことを目的とする施設とする。



国が示す重層的な相談支援体制

＜第１層＞

＜第２層＞

＜第３層＞

主な担い手⇒基幹相談支援センター、地域（自立支援）協議会

a. 基本相談支援を
基盤とした計画相
談支援

b. 一般的な相談支援

c. 地域における相談支援体制の
整備や社会資源の開発など

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

⚫ 福祉サービスの利用援助（情報提供、相談等）
⚫ 社会資源を活用するための支援（各種支援施策に関

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

主な担い手⇒市町村相談支援事業

⚫基本相談支援
⚫計画相談支援等
・サービス利用支援 ・継続サービス利用支援

主な担い手⇒指定特定相談支援事業
厚生労働省



すなわち、
基幹相談支援センターの相談支援専門員には、

地域を基盤としたソーシャルワークを展開すること、

相談支援事業所をはじめとする、地域の関係機関
と密接に連携しながら、
コミュニティ・ソーシャルワークを展開していくこと
が期待されています。



基幹相談支援センターの役割

基幹相談支援センターは、障害のある人が安心して暮らしていけるよう、
相談支援事業所や関係機関と連携し、地域における相談支援の中核的な役割を担っています。

1. 総合的・専門的な相談支援の実施

2. 相談支援体制の充実
⚫ 相談支援事業所に対する専門的指導・助言

⚫ 相談支援事業所に対する研修会の企画・開催

⚫ 指定相談支援事業所が作成する「かなざわ安心プラ
ン(サービス等利用計画)」の評価

3. 障害福祉サービス提供事業所への専
門的な支援
⚫ 障害福祉サービス提供事業所に対する専門的指導・
助言

⚫ 障害福祉サービス提供事業所に対する研修会の企
画・開催

4. 地域における関係機関との連携強化
⚫ 医療、就労、教育機関等との連携

5. 地域のニーズ・課題の整理・検討・発信
⚫ 金沢市障害者自立支援協議会事務局会議の運営

6. 権利擁護・虐待防止の普及・啓発
⚫ 権利擁護、虐待防止研修の企画、開催

⚫ 成年後見制度利用に関する支援

⚫ 障害のある人等に対する虐待への対応





総合的・専門的な相談支援の実施

① 社会福祉士・精神保健福祉士・主任相談支援専門員を配置し、総合的・専
門的な相談支援を実施できる体制を整備。

② 他県・他市からの転入・転出ケースのつなぎや、関係機関から相談のあっ
たいわゆる「困難ケース」をアセスメント、整理し、委託相談支援事業者や
指定相談支援事業所へつなぎ、後方支援を実施する。

③ 精神障害にも対応する地域包括ケアシステムの体制整備の推進にむけ
た取り組みを実施するとともに、精神科病院や施設からの「地域移行支
援」がスムーズに実施されるよう、後方支援や研修等を実施している。



基幹相談支援センターの役割

基幹相談支援センターは、障害のある人が安心して暮らしていけるよう、
相談支援事業所や関係機関と連携し、地域における相談支援の中核的な役割を担っています。

1. 総合的・専門的な相談支援の実施

2. 相談支援体制の充実
⚫ 相談支援事業所に対する専門的指導・助言

⚫ 相談支援事業所に対する研修会の企画・開催

⚫ 指定相談支援事業所が作成する「かなざわ安心プラ
ン(サービス等利用計画)」の評価

3. 障害福祉サービス提供事業所への専
門的な支援
⚫ 障害福祉サービス提供事業所に対する専門的指導・
助言

⚫ 障害福祉サービス提供事業所に対する研修会の企
画・開催

4. 地域における関係機関との連携強化
⚫ 医療、就労、教育機関等との連携

5. 地域のニーズ・課題の整理・検討・発信
⚫ 金沢市障害者自立支援協議会事務局会議の運営

6. 権利擁護・虐待防止の普及・啓発
⚫ 権利擁護、虐待防止研修の企画、開催

⚫ 成年後見制度利用に関する支援

⚫ 障害のある人等に対する虐待への対応





金沢市の概要

• 人口 ４６２，５５７人 (令和３年７月１日現在)

• 障害のある人の状況

○身体障害者手帳所持者 15,463人 (令和2年3月末現在)

○療育手帳所持者 3,128人 (令和2年3月末現在)

○精神保健福祉手帳所持者 4,528人 (令和2年3月末現在)

精神障害者通院医療費公費負担医療受給者数 7,576人 (令和2年6月末現在)

• 障害者手帳所持者の推移

・身体障害者手帳所持者 平成26年をピークに微減

・療育手帳所持者 増加

・精神保健福祉手帳所持者 増加

• 地域の状況

医療機関(診療者・病院)が充実しており、さまざまな社会資源も比較的充実しています。



年齢別障害者手帳所持者数 (令和2年3月末現在)

区分 0～17歳 18歳～64歳 65歳以上 合計

身体障害者手帳 270人 3,863人 11,330人 15,463人

療育手帳 770人 2,113人 245人 3,128人

精神保健福祉手帳 56人 3,617人 855人 4,528人

計 1,096人 9,593人 12,427人 23,119人

○身体障害者手帳所持者は、現在７割以上を占めている主に介護保険サービスを利用する65歳以上がさら
に増加し、０～17歳・18～64歳は減少していくと推察されます。

○療育手帳所持者は、18～64歳が68％を占めていますが、この世代の高齢化により65歳以上が増加して
いくと考えられます。

○精神保健福祉手帳所持者は、就労世代である18～64歳を中心に、増加を続けると考えられます。

○令和2年3月現在、手帳所持者の高齢化率は53.8％となっています。



障害のある人のサービス利用の状況 (令和2年10月現在)

•障害支援区分認定者数 2,320人
認定者数は、３つの手帳所持者全体の約10.0％です

•障害福祉サービス支給決定者数 3,753人
年々、増加を続けています

•障害児支援支給決定者数 999人
全体の７割近くが、放課後等デイサービスを利用しています



国が示す重層的な相談支援体制 と 金沢市の相談支援体制 (令和3年7月1日現在)

＜第１層＞

＜第２層＞

＜第３層＞

主な担い手⇒基幹相談支援センター、地域（自立支援）協議会

a. 基本相談支援を
基盤とした計画相
談支援

b. 一般的な相談支援

c. 地域における相談支援体制の
整備や社会資源の開発など

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

⚫ 福祉サービスの利用援助（情報提供、相談等）
⚫ 社会資源を活用するための支援（各種支援施策に関

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

主な担い手⇒市町村相談支援事業

⚫基本相談支援
⚫計画相談支援等
・サービス利用支援 ・継続サービス利用支援

主な担い手⇒指定特定相談支援事業

指定特定相談支援事業所 52ヶ所
障害児相談支援事業所 38ヶ所

委託相談支援事業所 5ヶ所

基幹相談支援センター 1ヶ所



金沢市における相談支援の三層構造
(令和3年7月1日現在)

基幹相談支
援センター

1か所

委託相談支援事業所 5か所

金沢市の委託を受け、専門性の高い相
談支援事業所として、障害福祉サービス
の利用にかかわらず、幅広い相談に応じ
るとともに、地域の相談支援体制整備に
おいて重要な役割を担っています。

指定特定相談支援事業所 52か所

指定障害児相談支援事業所 38か所

指定一般相談支援事業所 21か所 （令和3年7月1日現在）

金沢市内には数多くの指定相談支援事業所があります。

相談支援事業所連絡会や各種研修会への参加を通し、

顔が見える関係づくり、お一人おひとりの支援を通し、

誰もが安心して暮らすことのできるまちづくりを行っています。

計画相談の実施が必
須となったことで、相談
支援事業所が急増し、
相談支援の質の向上

人材育成が何よりの
急務でした



相談支援の質の向上にむけた取り組み

① 研鑽、スキルアップの機会・場の保障として、金沢市として実施す
べき研修を、実施すべきタイミングで開催していく。

⇒一人ひとりの相談支援専門員とのつながりからみえる「課題」や「気づき」
を、研修企画につなげる。

⇒県や職能団体、関係機関と同じ研修をする必要はない。すみわけや連携
が重要となる。

⇒人材育成のためには、養成研修(初任者研修・現任研修・主任研修)とのリ
ンクが重要となる。



相談支援体制の充実・強化は、
「ノーマライゼーションプラン金沢2021(第５次障害者計画)」の障害福祉
サービス・障害児支援サービス分野の実施計画という性格をもつ「第６期金
沢市障害福祉計画・第２期障害児福祉計画」の重点施策に位置付けています。

① 地域生活支援拠点推進事業の充実
② 障害のある児童への支援の拡充
③ 自分らしく、安心して働き続けるための就労支援
④ 相談支援体制の充実・強化
⑤ 障害福祉サービス人材の確保と質の向上
⑥ 障害福祉施設整備方針の策定

令和３年度の相談支援体制の充実・強化にむけた取り組み

「第６期金沢市障害福祉計画・第２期障害児福祉計画」重点施策

この計画の期間は、
令和3年度～令和5年度までの

3年間です。

計画にもとづいた金沢市の相談支援体制の充実・強化のための取り組み

1. 障害者基幹相談支援センターを中心とした総合的・専門的な相談支援

①地域生活支援拠点推進事業の体制強化
②相談支援体制の充実
③障害福祉サービス提供事業所への専門的な支援
④地域における関係機関との連携強化
⑤地域のニーズ・課題の整理、検討、発信
⑥権利擁護・虐待の防止
⑦その他

2. 地域の相談支援体制の強化
①相談支援専門部会の設置検討と相談支援事業所間の連携強化
②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

☆今年度より「相談支援事業所定例会」は「相談支援事業所連絡会」に名称変更し、
より一層の相談支援体制強化を図ります！

平成28年10月から、市内の相談支援事業所間の連携を図るため、相談支援事業所定例会を
隔月で開催してきました。この相談支援事業所定例会では、事業所間の顔の見える関係づく
りや地域課題の共有、経験年数の浅い相談支援専門員の資質向上を図ってきました。

今年度からは「相談支援事業所連絡会」に名称変更し、委託相談支援事業所を中心に、連
絡会ごとに研修やグループスーパービジョンを開催したり、より一層の相談支援体制強化を
図っていきます。

☆市内全ての相談支援事業所が地域生活支援拠点登録することを目指しています！

地域生活支援拠点事業所として登録することで、相談支援専門員が短期入所による緊急受
入を調整した場合、地域生活支援拠点等相談強化加算（700単位）の算定が可能となります。

質の高い相談支援を提供することを目的に報酬体系が見直され、相談支援専門員の常勤配
置数に応じた報酬区分で基本報酬を算定できるようになったことと合わせて、相談支援事業
所の体制強化にむけ、事業説明や様々な働きかけを継続していきます。

☆研修を通して、皆さんと一緒に日々の実践を点検し、より一層のスキルアップを図ります！

☆一人ひとりの相談支援専門員がより実効性あるプランを作成することができるよう、
「プラン評価」のフィードバックを行い、相談支援の質の更なる向上を図ります！

★指定相談支援事業所 ◇委託相談支援事業所
◆緊急対応コーディネーター
（主任相談支援専門員）

年間計画

★相談支援事業所連絡会-①
★ＧＳＶ-①

★相談支援事業所連絡会-②
★ＧＳＶ-②

★相談支援事業所連絡会-③
★ＧＳＶ-③

振り返りシート

★相談支援事業所連絡会
★ＧＳＶ

★相談支援事業所連絡会
★ＧＳＶ

委託相談支援事業振り返りシート

◆県相談支援現任研修実習受入

◆県相談支援初任者研修実習受
入

時期未定

5/20 第1回相談支援事業所全体研修会

12/14 第2回相談支援事業所全体研修会

7/15 障害者虐待防止研修会

9/29 地域生活支援拠点推進事業専門部会 全体会

5/21 委託・基幹スキルアップ研修

合同スキルアップ研修会（精神障害にも対応した地域包括ケアシステム推進にむけた研修）

医療と介護と障害福祉連携のための合同研修会（罪を犯した人への支援）

合同スキルアップ研修会（強度行動障害のある人への支援）

市へ提出したプランは、市職員が支給決定を行った後、緊急対応コーディネーターや基幹
相談支援センター職員が、全て目を通し、質的な評価を行っています。

「プラン評価」の目的

 質が高く、かつ公平・中立性の担保された支援を提供するためにはどうしたらよい
かについて、利用者の個別の支援を対象とした「プラン評価」を行っています。

 「プラン評価」では、提出された書類（プラン）を検証の素材として活用しながら、
相談支援専門員一人ひとりの業務全体の検証をしています。

 「プラン評価」は人材育成の視点に基づく支援者支援として位置づけ、緊急対応
コーディネーターや基幹相談支援センター職員が「プラン評価」の内容を相談支援
専門員へフィードバックしていくことで、相談支援専門員の更なる成長につなげま
す。

 「プラン評価」は相談支援専門員の欠点の指摘、非難、否定ではありません。現状
や改善すべき事項を共有することで、相談支援専門員のスキルアップを目指して実
施しています。

①通知「計画相談支援に係る平成30年度報酬改定の内容及び地域の相談支援体制の充実・
強化に向けた取組について」（平成30年3月30日/障障発0330第1号）
②第６期障害福祉計画基本指針（令和２年厚生労働省告示第213号による改正後の平成18
年厚生労働省告示第395号）

○プラン評価の実施根拠○





相談支援の質の向上にむけた取り組み

② 100人超の相談支援専門員の横のつながりができる場、一人ひとりの
かかわりから見えてきた地域課題を整理・抽出する場が必要。

⇒5か所の委託相談支援事業所が主体となり、5グループの「相談支援事業所定
例会」を隔月開催。

⇒顔の見える関係はできつつあるものの、事業所数が増え続けることもあり、隔
月では事例を用いたスーパービジョンを実施したり、地域課題について整理する
ことが難しく、今年度から正式に自立支援協議会につながる「相談支援事業所連
絡会」として位置づけ、ほとんどのグループが毎月開催となった。

⇒基幹相談支援センターと委託相談支援事業所が合同で、研修やグループスー
パービジョンを実施し、それぞれの地域でスーパーバイザーを担える人材育成に
取り組んできた。





相談支援の質の向上にむけた取り組み

③ 相談支援の質の標準化・向上を図るためのツールとして、従来の
「サービス等利用計画」を「かなざわ安心プラン」にバージョン
アップ。

⇒熟練した相談支援専門員ならあたりまえにできている、将来を視野に入
れた計画作成や、災害時や緊急時を想定した計画作成を、経験の浅い相談
支援専門員でも実施できるよう、ツールとして「かなざわ安心プラン」を作
成する。



金沢市では、

令和2年10月から、

障害福祉サービス・障害児通所支援を利用する際

作成する必要のある

「サービス等利用計画・障害児支援利用計画」を、

これまでの日々の暮らしを支える支援に加え、

親なき後や将来を見据えた「Myライフプラン」や、

災害時や緊急時等を想定した「クライシスプラン」を加えた、

「かなざわ安心プラン」へとアップグレードしました。



かなざわ安心プラン（サービス等利用計画）作成にあたり、市に提出が必要な書類一覧

№ 提出書類
支給決定前

（新規）
支給決定前
（更新・変更）

支給決定後
（新規・更新・変更）

1 【様式1-1】 サービス等利用計画・障害児支援利用計画（案） ○ ○

2 【様式1-2】 週間計画表（案） ○ ○

3 【様式1-3】 Myライフプラン ○ ○

4 【様式1-4】 クライシスプラン（緊急時対応） ○ ○

5 【別紙1】 本人についての基本情報 ○ ●

6 【別紙2】 本人の現在の生活 ○ ●

7 必要な障害福祉サービス等の概要 ○ ○

8 【様式2-1】サービス等利用計画・障害児支援利用計画 ○

9 【様式2-2】週間計画表 ○

10 時間算定シート（居宅介護、重度訪問介護申請時） ○ ○

11
モニタリング期間変更理由書
※標準のモニタリング期間以外の期間を希望する場合

● ●

12
その他 （サービス担当者会議録、アセスメントシート、ニーズ
整理票 等）

● ●

○・・・提出必須 ●・・・必要に応じて提出



相談支援の質の向上にむけた取り組み

③ 相談支援の質の標準化・向上を図るためのツールとして、従来の「サー
ビス等利用計画」を「かなざわ安心プラン」にバージョンアップ。

⇒熟練した相談支援専門員ならあたりまえにできている、将来を視野に入れた計
画作成や、災害時や緊急時を想定した計画作成を、経験の浅い相談支援専門員
でも実施できるよう、ツールとして「かなざわ安心プラン」を作成する。

⇒つくりっぱなしではなく、相談支援専門員のスキルアップのために、市に提出
されたプランは、緊急対応コーディネーターと基幹が目を通し評価。

⇒プラン評価からの気づきは、研修や連絡会で全体にフィードバックしたり、個別
に相談支援専門員へフィードバックし、質の向上をはかる。





相談支援の質の向上にむけた取り組み

④ 地域生活支援拠点事業の機能の一つとして、委託相談支援事業
所の主任相談支援専門員を緊急対応コーディネーターとして任
命配置し、委託相談支援事業の実施体制を強化。

⇒ほとんどの委託相談支援事業所の相談支援専門員は、指定相談と兼務の
ため、委託相談支援事業所を十分に実施できる体制の確保が急務だった。

⇒地域生活支援拠点の整備において、「緊急対応」ができる相談支援事業所
を設置する必要があった。

⇒5か所の委託相談支援事業所のうち、3か所3名の主任相談支援専門員
を緊急対応コーディネーターとして任命配置し、24時間365日対応可能な
体制を整備するとともに、委託相談支援を実施できる体制を強化した。









基幹相談支援センターの相談支援専門員には、

地域を基盤としたソーシャルワークを展開すること、

相談支援事業所をはじめとする、地域の関係機関
と密接に連携しながら、
コミュニティ・ソーシャルワークを展開していくこと
が期待されています。



基幹相談支援センターのもつ機能の柱は、

地域の相談支援体制整備 と 人材育成

だからこそ、国の施策の動向にアンテナをはりつつ、
地域の現状について、常に適切にアセスメントし、

基幹相談支援センターに期待される機能を果たすため、
より適切なタイミングで、

より効果的に働きかけていくことを常に意識しています。



このように、私たち金沢市障害者基幹相談支援センターは、
金沢市という地域のアセスメントを日々深めつつ、
行政機関やさまざまな関係機関と密接に連携しながら、
相談支援専門員の皆さんと力をあわせ、
誰もが安心して暮らすことのできる地域を目指し、頑張っています。

これからも、よろしくお願いいたします。


