障害者領域における相談支援事業／相馬大祐

PROJECT 1

障害者領域における相談支援事業

RA
福祉社会デザイン研究科
博士後期課程

１．はじめに

相馬

大祐

いないのかを明らかにする。ここで言葉の定義をする
と、これから使用する相談支援は断りのない限り障害
者相談支援ivに限って使用する。

現代社会において、社会システムの分化などによる
人々の生活の分化や孤立化が見られ、包括的な支援の
必要性が多く指摘されている（厚生省2000）。このよう

２．障害者の生活実態

な問題に対して、例えば、高齢者福祉分野では地域包
括支援センターによる地域生活支援システムの構築が

まず、障害者の生活実態調査vから障害者の生活実態

注目されている（小林2007：後藤・小林2008）。また、
このことは対象領域を超え、障害者領域においても同

を概観したい。本稿で参考にした生活実態調査は表１

様の問題が生じていると考えられる。そのため、2006

の通りである。

年10月に施行された「障害者自立支援法」では、今ま
表１

で障害種別により別々に行われていた相談支援が、交

各障害者生活実態調査の概要

調査時期

付税を財源とした市町村の必須事業とされ、身体障害、

調査対象

回収数 調査主体

神戸市内の身体障害
2005年
神戸市市
障害者生活
児・者、
8月22日から
3267 民福祉調
実態調査
知的障害児・者、精
9月5日
査委員会
神障害児・者

知的障害、精神障害を一元化した相談支援事業となっ
たii。市町村はこの相談支援事業を市町村自ら行うか、
あるいは都道府県から指定を受けた相談支援事業所に

知的障害児
2005年
全国の在宅知的障害
厚生労働
（ 者 ）基 礎 調
2075
11月1日 児（者）
省
査

委託するかを選択することとなり、高齢者領域におけ
る地域包括支援センターと同様に相談支援に力点を置

身体障害児・ 2006年
全国の身体障害者・
厚生労働
5136
者実態調査
7月1日 児
省

くこととなった。さらに、地域生活支援システムの構

長岡市障害
2006年
長岡市内の身体、知
者生活実態
4176 長岡市
11月1日 的、精神障害者
調査

iii

築のため、厚生労働省は地域自立支援協議会 の設立を

高 齢 者・障 が 2007年
い 者 等 の 生 11月22日から 三鷹市内の身体、知
1218 三鷹市
活 と 福 祉 実 2008年
的、精神障害者
態調査
1月8日

推奨し、2008年4月1日現在、全国の設置率は65.6％とさ
れている（厚生労働省2008a）。
本稿では、前述した障害者の相談支援とは何かを考

福生市高齢
2008年
福生市内の身体、知
者・障 害 者 生
5月1日 的、精神障害者
活実態調査

え、国、市町村における障害者の生活実態調査と、障
害者相談支援事業所の実態調査の双方の結果から、そ

出所：各調査概要を参考に筆者作成

の現状と課題を明らかにすることを目的とする。具体
的には、障害者生活実態調査から明らかにする障害者
の生活問題に対して、障害者相談支援事業所はどのよ
うに対応しているのか、そして、どの点が対応できて
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（１）在宅サービスの利用状況

（２）困った時の相談相手

まず、ホームヘルパーサービスや短期入所サービス、

障害当事者の困った時の相談相手の多くは、家族で

通所施設サービスなど、地域で障害者が暮らすための

あることが各実態調査から明らかとなっている。具体

在宅サービスの利用状況を実態調査の結果から見ると、

的には、表２を見ると、機能障害が異なっても、主な

在宅サービスを利用していない障害者の多さが目につ

相談相手は家族である。この他に、厚生労働省の「平

く。例えば三鷹市の場合、ホームヘルプサービスの各

成18年身体障害児・者実態調査」によれば、福祉サー

種を利用している障害者は、14.0%であり、短期入所を

ビスを利用する際の相談相手としても「配偶者」が最

利用している障害者は、2.8%となっている。この他の

も多く34.2％、「子ども」が次に多く29.2％という結果と

実態調査の結果からも、在宅サービスを利用している

なっている（厚生労働省2008b）。次いで多いのが、市

障害者の割合は非常に少ない。

町村の職員、医師などであった。これは福祉サービス

三鷹市の調査によれば、その未利用の一番多い理由

の相談においても、専門職に相談するよりも家族に相

としては、「必要がなかったため」が60.1%となってい

談する当事者が多いことを表している。では、このよ

る（三鷹市2008）。しかし、同調査によれば、二番目に

うな障害者はどのようにして福祉サービスの情報を入

高い数字として「内容がよく分からなかったため」と

手しているのであろうか。

答えた障害者が、25.5%を占めている。実に、在宅サー
表２

ビスを利用していない1/4の障害者が、サービスの内容
が分からなかったため、利用できていない現状である。
神戸市

また、長岡市の調査によれば、「希望するサービスは何
か」という問いに、「サービスや支援は必要ない」と
回答した障害者は18.8%であり、その他の多くの障害者

長岡市

が、短期間の施設入所、移動支援、ホームヘルプサー
ビスによる家事援助、身体介護を希望している（長岡
市2007）。さらに、神戸市の調査によれば、例えば、短
い」と回答している者が51.3%となっており、潜在的な

同じ障害を
医師・
施設職員
持つ仲間
病院職員

家族

友達

身体

58.6

17.8

―

16.2

35.7

知的

62.9

17.7

―

26.4

19.0

精神

55.0

24.3

―

19.8

54.1

身体

69.6

18.1

9.8

10.0

25.9

知的

57.6

7.5

10.8

46.7

9.8

精神

55.4

16.2

14.3

13.5

50.5

61.7

19.4

13.5

33.5

14.0

三鷹市

期入所サービスについて、「いずれ必要あれば利用した

困った時の相談相手の各調査結果

出典：各調査結果を参考に筆者作成

福祉サービスニーズがあると考えられる。この点につ
いて佐藤は、障害者の9割が在宅で暮らしていることを

（３）福祉サービスの情報の入手方法

指摘し、これまでまったくサービスを利用したことが
なく、利用の仕方も知らない障害者がまだまだ地域に
埋もれていると指摘している（佐藤2008）。つまり、在

各調査結果より、多くの障害者は市の広報紙から福

宅障害者には、福祉サービスを利用したいと望みなが

祉サービスの情報を入手していることが明らになって

らも、相談相手がいない状態であり、福祉サービスの

いる。例えば、神戸市の調査によれば、福祉サービス

情報が得られず、結果としてサービスを受給していな

の情報の入手方法は身体障害者の場合、「市の広報紙、

い障害者の実態が想像できる。そこで、引き続き生活

市社会福祉協議会の広報紙」が一番多く、48.7%となっ

実態調査から、障害者は困った時に誰に相談している

ている（神戸市2006）。この傾向は、他の自治体の調査

のか、どのように情報を入手しているのかを考えたい。

結果でも同様の傾向を示しており、身体障害者に限定
すれば、福祉サービスの情報入手方法は、行政による
広報紙が多くなっている。しかし、各調査の結果をま
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（４）孤立に陥りやすい障害者

とめた表２を見ると、知的障害者の場合、「家族」、「施
設の職員」、精神障害者の場合、「医師、病院の職員」

これまで見てきた障害者の生活実態をまとめると、

サービスの情報を得ているのではないことが分かる（神

在宅サービスの利用状況は低く、ニーズの掘り起こし

戸市2006；長岡市2007）。これは、直接接している人々

が課題であることが分かった。その課題の要因として

から得る情報が多いことを表していると考えられ、身

は、福祉サービス情報の入手方法が多くの障害者は広

体障害者とは違う傾向にあることが分かるが、知的障

報紙などからしか得ておらず、困った時の相談相手の

害者、精神障害者それぞれも広報紙から情報を得てい

多くは家族であることが考えられた。つまり、障害当

る割合が多くを占めていることは調査結果によって明

事者、または障害者の家族は、何らかの困難を抱えた

らかである。

場合、相談する相手が家族以外存在せず、福祉サービ
スの情報を得るのも広報紙に頼らざるを得ない。結果

表３

福祉サービスの情報入手方法の各調査結果

として、福祉サービスにつながらず、孤立に陥りやす

市町村の テレビ、
広報紙
ラジオ

い状態であることが示唆される。

家族

施設職員

医師・
病院職員

20.2

18.2

―

20.2

知的

39.4

9.0

33.5

―

7.6

精神

30.0

17.7

26.7

―

38.1

身体

47.7

23.5

24.1

10.2

15.4

知的

20.0

14.3

35.5

45.5

4.5

援システム研究会2002）。このことは先述した障害当事

精神

33.7

20.9

19.8

12.3

29.4

者を対象とした実態調査でも明らかとなっている。障

三鷹市

47.8

16.3

―

―

15.5

害当事者の困りごとなどの相談相手の多くは家族で

身体

63.8

―

12.9

0.8

3.8

あったことは先に触れたが、神戸市の調査によれば、

知的

47.2

―

13

3.3

2.4

近所づきあいについて、「顔もよく知らない人がほとん

神戸市

48.7

福生市

また、障害者生活支援システム研究会の調査によれ

身体

ば、障害者家族の困りごとの相談相手の多くも配偶者
や障害者の親同士であり、３割の世帯が脆弱な近隣関

長岡市

係の中で生活していると指摘している（障害者生活支

ど」、「ほとんど近所づきあいはない」、「ご近所とのつ

出典：各調査結果を参考に筆者作成

きあいがうまくいっていない」と答えた者を合計する
と、16.8%という結果であった（神戸市2006）。また、
「あ
いさつする程度の人がいる」と答えた者は43.2%であり、

自治体の広報紙などが福祉サービス情報の主な入手
方法である障害者はそれに対して、情報量の少なさな

近所付き合いについて、親しく付き合っていると答え

どに不満を持っていることが明らかとなっている。長

た者は約1/3であった。この他に、三鷹市の調査におい

岡市の調査によれば、福祉行政全般の意見、要望を書

て、自分自身の居場所を聞いた項目では、「自分の部屋

く自由記述欄に「福祉サービスの情報提供量の少なさ」、

や自分の家」と答えた者が83.2%を占めている（三鷹市

「相談窓口がどこにあるか分からない」などがあげられ

2008）。さらに、社会参加の状況においては、63.4%の

ている（長岡市2007）。さらに、先述したように三鷹市

者が「ほとんど参加していない。参加しない。」と回答

の調査では、在宅サービスを利用しなかった理由とし

している（三鷹市2008）。
このような状態は、経済の不安定状況によって一層

て、「内容がよく分からなかったため」が25.5%を占め

深刻になるとも指摘されている（障害者生活支援シス

ている（三鷹市2008）。

テム研究会2002）。仕事による階層区分と困りごとを
相談する相手の関係を分析した結果によると、無業者
層の場合、身内の相談相手、第三者の相談相手が相対
的に低い一方、福祉施設の職員、福祉事務所、行政の
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職員が平均値を大きく上回っている、この傾向は不安

する相手が家族であるなど、福祉サービスにつながり

定雇用者層にも言えることが指摘されている。さらに、

にくい結果、孤立状態に陥りやすい障害者像が浮かび

これら無業者層、不安定雇用者層は、「相談できる人が

上がった。これに対する支援として、相談支援事業所

いない」という回答も1.4%と相対的に高い数字である

はどのように対応しているのであろうか。本節では、

と指摘されている。以上の調査は、障害者の生活と権

障害者相談支援事業が障害者の生活実態にどのように

利を守る全国連絡協議会の会員ときょうされん加盟の

対応しているのかを表４であげたいくつかの先行研究

障害者共同作業所利用家族を対象としたものであり、

を参考にしながら考える。

このような孤立状態にある障害者家族はさらに多いの
が現状ではないかという指摘もある（障害者生活支援

（１）相談延べ件数と相談実人数

システム研究会2002）。
以上のような障害者、障害者家族の孤立化を防ぐた
め、地域生活支援システムの構築が重要であり、その

まず、相談支援事業所の実態を把握するため、各相

中核として位置づけられる相談支援事業所は非常に重

談延べ件数と相談実人数の傾向を把握したい。埼玉県

要な役割を担っていると考えられる。そこで、次に、

障害者相談支援専門員協会の実態調査によれば、県内

相談支援事業所の実態調査から上記の問題をどのよう

の相談支援事業所の2006年10月から2007年3月までの半

に解決しているのかを把握する。

年間の相談の述べ件数、相談者の数を表す相談実人数
を明らかにしている。その結果、相談述べ件数の平均
は約1310件、相談実人数は127人であった。相談支援専

３．障害者相談支援事業の現状

門員vi一月、一人あたりで考えると、相談述べ件数が75
件、相談実人数が7人という結果であった（埼玉県障害

先述したように、障害者の生活実態調査から、福祉

者相談支援専門員協会2008a）。

サービスの情報入手を広報紙に頼り、困った時に相談

表４

埼玉県障害者相談支援専門員協会の指摘によれば、

各相談支援事業の実態調査概要
調査対象

調査時期

調査主体

「サービス利用計画作成費の支給対象者を中
都道府県が推薦した相
心とした相談支援事業の在り方に関する調査
2008年1月から2月
談支援事業所247カ所
研究報告書」

三菱総合研究所

「埼玉県相談支援体制整備事業及び相談支援 埼玉県内の相談支援事
2007年5月から6月
特別整備事業における実態調査結果報告書」 業所

埼玉県相談支援専門員
協会

「埼玉県相談支援体制整備事業及び相談支援 埼玉県内の相談支援事
2008年7月
特別整備事業における実態調査結果速報値」 業所

埼玉県障害者相談支援
専門員協会

「障害者自立支援法における相談支援のあり
山梨県内の相談支援従
方に関する一考察－山梨県指定相談支援事業
2007年
事者
者と行政機関の相談員からの調査をもとに」

渡辺典子

「都内区市町村障害者相談支援事業白書－区
東京都内の相談支援事
市町村障害福祉主管課障害者相談支援事業に
2008年2月から3月
業所
関するアンケート結果報告書Ⅰ・Ⅱ」

東京都社会福祉協議会

出所：各調査概要を参考に筆者作成
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する身体障害者は8.3%であった（神戸市2006）。自立支

な開きがあることが指摘されている。相談延べ件数で

援法施行前また、施行直後の調査結果という点を考慮

は、最大9482件の事業所と最少37件の事業所が存在し

する必要があるが、相談支援事業所は身近な情報提供

ていた。相談実人数では、最大1166人の事業所と、最

の場、相談の場として位置づけられていないと考えら

少16人の事業所が存在していた。このような傾向は、

れる。

東京都の調査の結果でも見られる傾向であるvii。これに

それでは、上記のように身近な情報提供の場として

ついては、地域包括支援センターへの質的調査を行っ

確立できていない相談支援事業所には誰が相談に来て

た後藤らも指摘しているように、何をもって相談とす

いるのであろうか。2008年に行われた埼玉県の調査で

るか規定することの困難さが最大の要因であると考え

は、相談支援事業所毎の2007年4月から2008年3月まで

られる（後藤・小林2008）。この他の要因としては、障

の期間、新らたに相談に来た相談者、つまり、新規の

害者の相談支援事業を行っている事業所が様々な背景

相談実人数がどのような経路を経て相談に来ているの

を持っていることも考えられる。例えば、市町村自ら

かを表している。その中で最も多い相談経路は「家族・

直営で行っている相談支援事業所と市町村から委託を

親族」であり、22．7人であった（埼玉県障害者相談支

受けている民間の相談支援事業所で相談述べ件数、実

援専門員協会2008b）。次いで多いのが「本人」であり、

人数に大きな違いがあることが明らかとなっている（相

20.1人、その次が「福祉サービス提供事業所」で10.8人

馬2008）。また、自立支援法以前の相談支援を行ってい

となっている。埼玉県の調査では、その結果を行政の

る事業所とそうでない事業所、自立支援法以前の相談

直営で行っている事業所と民間で行っている事業所に

支援で主に扱っていた事業の障害種別の違いからの影

分けて分析しているが、行政直営の場合、「家族」が相

響も考えられた。この実態の要因についての分析は、

談に来るのが最も多く64.3人、二番目に多いのが「本人」

本稿の直接的な目的ではないので、今後の研究課題と

で39人という結果であった。一方で、民間事業所にお

なると考えられる。

いては、
「家族」は二番目に多い16.1人であり、一番は「本
人」の17.1人であった。この結果から、行政直営の事業
所と民間の事業所では行政直営の事業所の方が、障害

（２）相談支援事業所の相談経路

当事者、障害者家族に認知されていることは明らかで
ある。これは行政直営の事業所の多くが、行政窓口と

先述したように各生活実態調査によれば、障害者の

ほぼ同様の場所にあることが理由として考えられる。

多くは行政が発行する広報紙から福祉サービスの情報

さらに、「民生委員・児童委員」からの相談は行政直

を得ていた。身近な情報提供機関として期待される障

営の場合、6.3人であるが、民間の場合、0.3人という数

害者相談支援事業所は、当事者にとって身近な情報提

値であった。一年間で、民間の事業所は民生委員・児

供の場として機能していないことが、実態調査の結果

童委員とほとんど連携を取っていないのは明らかであ

から明らかとなっている。例えば、神戸市の調査によ

る。また、行政直営で、
「知人・隣人」からの相談は、3.6

れば、障害者相談支援事業者である「障害者地域生活

人であるが、民間の場合、0.9人とこちらも行政直営よ

支援センター」から情報を入手したと回答した身体障

り少ない数値であることが分かる。しかし、民生委員・

害者は4.6%となっている（神戸市2006）。これは他市も

児童委員や知人・隣人などからの相談経路は民間事業

同様な傾向であり、長岡市の調査では、「障害者生活支

所、行政直営事業所に関わらず、総じて少ないと言える。

援センター」から情報を入手している身体障害者は8.1％
である（長岡市2007）。
また、困った時の相談相手についても、神戸市の調
査によれば、「障害者地域生活支援センター」に相談を
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（３）相談支援事業所の周知方法

までの二週間での「訪問・外出同行」の件数は平均7件

PROJECT 1

となっており、一週間で約3件となる（三菱総合研究所
次に、相談支援事業所が自らの事業所を周知してい

2008）。

るために何を行っているのかを把握したい。埼玉県の

訪問相談は事業所からの移動等に時間がかかり、一

調査によれば、相談支援事業所が実際に行っている周

概に上記のような数値に対して多い少ないということ

知方法として最も多かったのは、「行政の広報紙」であ

を述べることはできないが、前章で概観した障害者の

り、78%を占めている。次に「所属機関の広報紙」が多

生活実態に対して、今後、相談支援事業所は積極的に

く、70%を占めている。以上のように、多くの相談支援

障害当事者に出向いていくことが求められる。

事業所は広報紙により自らの事業所の周知を行ってい
ると考えられる。しかし、「社会福祉協議会や他団体等

４．まとめ

への事業説明」を行っている事業所は30%、「自治会等
のコミュニティへの事業説明」を行っている事業所は
13%と低く、相談支援専門員などが積極的に地域に出向

本稿では、障害者の生活実態と相談支援事業の実態

き、周知活動を行っているとは言い難い（埼玉県障害

の双方を概観した。そこから見えてきたいくつかの実

者相談支援専門員協会2008a）。

態について述べたい。

また、行政直営の事業所と民間の事業所を比較した

まず一つ目に、福祉サービスにつながらず、孤立に

場合、「自治会等のコミュニティへの事業説明」を行っ

陥りやすい障害者の存在を確認することができた。そ

ている事業所は、民間では13%、行政直営では15%とほ

の要因としては、行政による各障害者生活実態調査か

とんど差がなく、どちらもあまり力を入れられていな

ら、福祉サービス情報の入手方法と、困った時の相談

い状態であると言える。このように、外に出向いて相

相手が限られているという実態を導き出した。このよ

談支援事業所自ら積極的に周知を行えていない現状が

うな現状に対して対応することが相談支援事業所に求

想像でき、相談支援事業所が認知されていない結果と

められていると考えられる。例えば、さいたま市の相

なっていると考えられる。

談支援事業所による実践報告では、社会資源とつなが
りのない知的障害の中・軽度の相談者の多さが報告さ
れている（大須田2008）。具体的に大須田は、養護学校

（４）相談支援事業所の相談方法

を卒業し就職するが、続けられず離職し、再就職する
もまた離職するということを繰り返すことにより、精

相談支援の相談方法は大まかに、相談者が相談支援

神的に辛くなり、家庭や地域とのトラブルを起こすケー

事業所に来所して相談する来所相談、相談支援専門員

スや、小学校から本人に知的障害があると家族は感じ

が相談者を訪問する訪問相談、相談者が相談支援事業

ながらも、治ることに希望を持ち、療育手帳の申請を

所に電話などで相談する電話相談が存在する。埼玉県

行わず、学校を卒業する際、就職できないという現実

の調査によれば、最も多いのは電話相談の864件であり、

と直面するケースなどを述べている。このように社会

次いで来所相談が223件、訪問相談は最も少ない163件

資源とつながりがなく、福祉サービスを受給していな

viii

である （埼玉県障害者相談支援専門員協会2008a）。そ

い障害者に対して、小林が指摘するように、サービス

れでは、相談支援専門員は一月あたりどの程度、訪問

の整備のみではなく、何らかのサービスに結びつける

相談を行っているのであろうか。埼玉県の調査によれ

システムやサービスの利用を見守る活動が必要となっ

ば、職員一人当たり一月の訪問相談は、9件となってい

てくる（小林2008）。

る。つまり、一週間で約2件という計算になる。三菱総

そこで、何らかのサービスに結びつけるシステム構

合研究所の調査によれば、2008年2月15日から2月24日

築のため、アウトリーチの実践が重要であると言われ
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態であることを指摘したい。先述した相談支援の実態

観的に見て援助が必要と判断されている問題を抱えて

でも確認したように相談支援事業者間での相談実績に

いながら、自発的に援助を求めようとしない対象者に

は大きな格差がある。そこでは、事務的な電話での対

対して援助機関・者側から積極的に働きかけてその障

応についても相談支援とする事業所や、社会資源がな

害を確認し、援助を活用するように動機づけ、問題解

いことから、相談支援専門員自ら通院の同行支援など

決を促進する技法およびその視点」とし、広義に「ニー

を行い、それを相談支援とする事業所が存在する。障

ズの掘り起こし、情報提供、サービス提供、地域づく

害領域において、相談支援の重要性は多くのこところ

り等の過程における専門機関における積極的取り組み

で述べられているが、何を相談支援とするのか、また

である」と定義している。しかし、このようなアウトリー

どのような支援を評価するのかなど、整理することは

チの実践を障害者相談支援所はあまり行えていないの

喫緊な課題といえよう。

が実態であった。つまり、孤立している障害者を発見

最後に、本研究は、障害者の生活実態調査と相談支

し、何らかのサービスに結びつける機能は果たせてい

援事業所の実態調査から相談支援事業の現状と課題を

ないと考えられる。地域包括支援センターと比較した

明らかにすることを目的としたが、本稿で参考にした

場合、地域包括支援センターは、民生委員・児童委員

障害者の生活実態調査は、6つと限定されたものであり、

ix

や相談協力員 との連携が活発に行われている（後藤・

また、多くは都市部のものである。さらに相談支援事

小林2008）。これに反して、障害者相談支援事業所にお

業所の実態調査も、6つと限定されたものであり、双方

ける年間新規の相談実人数の相談経路は民生委員・児

とも一般化することには限界があると考えられる。今

童委員は平均1件となっている。今後、障害者相談支援

後、更なる実態調査を踏まえた検討が必要となる。

事業所においても、地域包括支援センター同様に、サー
ビス紹介者と利用者をつなげるパイプ役の存在が必要

【注】

となってくると考えられる。
この他にも、相談支援事業所の認知度が低い現状で

i

「障害者自立支援法」施行前の障害者の相談支援事業とし
ては、1996年に開始された市町村障害者生活支援事業、
障害児（者）地域療育等支援事業、精神障害者地域活動
支援センターの相談支援事業の３つがあげられる。具体
的には市町村障害者生活支援事業は、実施主体は市町村
であり、在宅の障害者等に対して在宅福祉サービスの利
用援助、当事者相談等を行い、主に身体障害者を対象と
した。次に、障害児（者）地域療育等支援事業は、実施
主体は都道府県であり、在宅の重症心身障害児（者）、知
的障害児（者）、身体障害児に対して、身近な地域の療育
指導、相談を行うものであった。最後に、精神障害者地
域活動支援センターの相談支援事業は、実施主体は都道
府県であり、主に精神障害者に行う事業であった。
ii
市町村が実施主体のものを地域自立支援協議会とし、都
道府県が実施主体のものを都道府県自立支援協議会とし
ている。
iii また、障害者の相談支援は、「障害者自立支援法」におけ
る相談支援事業だけが行っているのではない。身体障害
者更生相談所や知的障害者更生相談所や保健所などで相
談支援が実際に行われている。本稿では、そのような相
談支援全体を議論するのではなく、あくまでも「障害者
自立支援法」における相談支援事業に限定して論じてい
く。
iv 障害者の実態調査として、国による調査では「身体障害児・
者実態調査結果」、「知的障害児（者）基礎調査」が5年ご
と行われている（厚生労働省2005,2008b）。この他に都道
府県、市町村で独自に行っている。なお、以上の調査の
多くは在宅生活者を対象とし、多くの実態調査は障害者

あるにも関わらず、埼玉県の調査によれば、自ら出向
いて周知活動を行っている相談支援事業所は少ないの
が現状であった。根本の定義を参考にすれば、広義の
アウトリーチを行えていないと言える。また、相談方
法の中で、訪問相談が最も低くなっているのが現状で
あった。これも根本の定義を参考にすれば、狭義のア
ウトリーチを行えていないと言える。この要因として
は、様々なことが考えられる。例えば、訪問相談は先
述したように、事業所からの移動等に時間がかかり、
他の来所相談、電話相談とは違い、業務の手間が非常
にかかることは想像に難くない。そのため、訪問相談
の件数が一番少ない結果となると考えられる。また、
相談支援事業所の立地や母体施設、相談支援専門員の
絶対数の不足などの影響も考えられる。これらの点に
ついては、本稿で論及しえない部分であり、今後の研
究の課題として考えたい。
第三に、相談支援とは何かという点が、未整理な状
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手帳を持っている者を対象にしている。
障害者相談支援事業の場合、相談支援事業を実施する支
援者を相談支援専門員と呼称している。相談支援専門員
は、実務経験が3から10年あり、相談支援従事者初任研修
を受講することが要件となる。
vi 東京都社会福祉協議会の調査では2007年4月から12月まで
の9 ヶ月間を調査の対象時期に設定している。結果として
相談件数は0から1370件とされ、埼玉県の調査同様、かな
りの差があることが指摘されている。
vii この他に、渡辺の調査結果も同様、「相談方法として一番
多いものはどれか」という質問に対し、電話相談、来所
相談、訪問相談の順になっている。ただし、埼玉県の調
査によれば、相談支援事業所毎に訪問相談などの相談延
べ件数の差が激しいことも明らかとなっている。
viii 後藤らによると、相談協力員とは、「援助が必要な地域の
高齢者に保健福祉サービスの紹介を行うとともに、地域
包括支援センターを通じて具体的な援助が受けられるよ
う両者のパイプ役として活動する人々である」とされて
いる（後藤・小林2008）。

no1,43-52.
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