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2020(令和2)年 6月号

計画相談（相談支援）は　

介護保険への下地作りか？　

新自由主義の担い手か？

茨精研・ICCAMは、2018年度日本社会福祉弘済会（以下略、弘済会）から助成

を受け、「精神障害者のホームヘルプのこれからのあり方」をテーマに研究事業を

行いました。

この事業をとおして、予想以上に計画相談を担う相談支援専門員やホームヘル

パー、介護事業所等それぞれの孤立が深刻化していたことに驚きを隠せませんでし

た。何故、これほどまでに分断が進んでしまったか、あらためて連携の基本に立ち

戻り、昨年の地域交流啓発事業として開催した研修会で確認したところでした。

「計画相談」という事業の問題が顕在化する今、光風会としてはこの事業をどの

ように継続するか、そのものを点検する必要があります。

折しも今年2020年は、「介護保険20年」という節目を迎える年でもあります。

まずは、介護保険の現在の課題を確認したいと思います。

＊ 介護保険施行20年で何が変わったか

介護保険は2000年 4月に施行し、老人福祉は措置制度という救貧的な施策から、

社会全体で高齢者の介護を支える仕組みへと変わりました。この 20年の軌跡につい

ての振り返りが、福祉新聞に掲載されていました。ここでは、筆者が抜粋した一部

を紹介します。

《高齢者の自立支援》　　

20年間で目的に掲げられた高齢者の自立支援はほとんど進んでいない。理由は、介護報酬は

利用者の介護度が高い程多いため、事業者は報酬が減ることを嫌い、要介護度を下げて自立につ

ながることに消極的なことがある。利用者も要介護度が下がると受けられるサービス量が減るた

め、自立を後ろ向きに考える人もいる。

・・・・そもそも要介護度の基準はサービスにかかる時間で設定されており、自立の尺度から

定められたものではない。加齢で身体機能が低下していく中で、どこまで自立を求めるのか、そ

の判断も難しい。

（福祉新聞　2020年 5月16日付　榎戸新）
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《利益優先で薄れる福祉》

介護は介護福祉士を取得しなくても従事でき、人手不足もあって資格や能力は二の次で採用す

るしかなかった経緯があり、認知症の人が増えて対応が難しくなったこともある。結果として、

利用者への対応に困り、虐待につながるケースが増えてしまった。

介護保険が始まり、先達が私財をなげうって困窮者を支援してきた「福祉」の理念が薄れた。

利用者より利益を優先するあまり、福祉から遠ざかりつつある。

これまでの介護保険の施策は、サービスを増やす方向で進められてきた。しかし、既に特養の

入所者が減り、空きベッドが出る地域もあるため、今後は局面が一変し、淘汰される社会福祉法

人も出てくる。そこで生き残れるには、質の高い介護サービスを提供できるかだ。

（2020 年 6 月 1 日付　篠原正治氏　社福：横浜長寿会理事長）　

《細かい基準に縛られる》

行政が決めた枠組みの中でしかできない措置制度はあらためるべきだと思ってきた。しかし、

行政に枠組みから抜けたはずなのに、今は介護保険の細かい基準にがんじがらめになっている。

・・・基本は、利用者に自立に向けた必要なサービスを提供して喜んでもらうことだ。報酬が

ほしいがために加算を算定するような現実は、本来の在り方からずれている。

介護保健ができてソーシャルワークは後退してしまった。生きづらさを抱えている人や孤立し

ている人に対応できない。

　・・・ケアマネジメントは、本来は社会資源を活用して援助するものだが、ケアプランを作成

したり、介護保険の給付管理をしたりすることがメインになりがちだ。地域包括支援センターに

は困難事例が挙がっているのに対応できていない。高齢者に限定せず、広く地域の困っている人

を支える仕組みが必要だ。

（2020 年 6 月 8 日付　斉藤淳氏　社福：楽晴会理事長）

　

　上記の内容を見て、介護保険の 20 年を振り返った諸課題の内容については、特段

驚くことがありませんでした。むしろ「やっぱりそうか」という感想を持ちました。

すでに「障害福祉サービス」の状況も同じような事態になっているからです。

　

＊「福祉サービス」という用語がもたらしたこと

　

「計画相談支援とは、市町村から指定を受けた『指定相談支援事業者』が提供す

る障害福祉サービス」と表記されています。様々な障害福祉サービスを利用する際

に、利用者は、「サービス等利用計画」作成や、サービス利用後の計画を見直すモ

ニタリングの支援を受けることが出来ると。このように、計画相談支援についての

説明の中は、沢山の「サービス」というコトバで埋め尽くされています。
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法文上、障害者福祉に「サービス」というコトバが使用されるようになったのは、

1990 年の社会福祉事業法（現社会福祉法）の改正時とされています。

どうもこの「サービス」というコトバ使用には、これまでの障害福祉の理念を根

本から変える政策的な意図があったのではないかと考えてしまいます。その変革に、

福祉関係者までがまんまとハマり、「障害児・者」＝「お金」と見るようになって

いきました。自分の生活実態からイメージする「サービス」というコトバが、障害

者福祉に対する意識を変えたのです。

普段の生活の中で使われている「サービス」は、自分が何かをするというよりも、

有料のサービスであれば対価に見合う満足度が重要視されますが、無料の「サービ

ス（品）」のイメージも強く「お得感」的に捉えられています。

辞書を引けば、「誰かのために何かを行うこと、他者の助けになること。

無形の財や価値あるいは労役などを提供すること。奉仕。用役。尽力。提

供。」

語源英和辞典では、ラテン語 deservio（熱心に仕える）→de-（強調）

＋servio（奉仕する）→servus（召使い）→ser-（縛る）が語源。　

slave（奴隷）と同源のラテン語に行き着く。「過去の行動の結果として報い

を受ける　に値すること」がこの単語のコアの意味。serve（仕える）と同じ語源をもつ。

「サービス」の語源を遡れば、「奴隷」と同源のラテン語に行き着く言葉。日本

の生活感では、本質的な意味合いを体感できない言葉です。ちなみに、支援の

supportの語源は、「sup-「下に」port「運ぶ」 、下から支えて運ぶ」です。日本語

にもしっくりきます。昨今の障害者に対する地域福祉の状況を垣間見て、今更なが

ら、社会福祉法への「サービス」用語の導入時に、自分自身がもっと敏感でありた

かったと悔やみます。

先の介護保険振り返りの中に、「利益優先で、薄まる福祉」で記されているよう

なサービス事業が主となり、個々の福祉を必要とする当事者支援ではなく、いつの

まにか「細かい基準に縛られる」中でのサービスに当てはめる作業が、ケアマネの

仕事になっていることが示されています。

計画相談も然り。計画相談がサービス提供内容のチェックだけを機械的にし続け

れば、相談支援専門員のソーシャルワークの力や対話力は着くどころか、後退して

しまわないかと懸念します。

＊自分しか知り得ないコトをため込んでいるけど・・・止まれない

　

弘済会の助成事業では、相談支援専門員の抱える現状が浮き彫りになりました。

光風会では、計画相談支援事業を行う際に慎重であったはずですが、この事業担

当の川島スタッフから出た「対象者について、自分しか知らない。他のスタッフに
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話しても会ったこともない人が多くて、ひとりで抱えているように感じて辛い」と

いう感想に衝撃を受けました。法人として行っている事業にも関わらず、ひとりに

させてしまっていたことに、言われるまで気づけなかったのです。

それ以前にも「相談支援専門員は疲れている」という研修会のテーマを見て、違

和感があった程度でそれ以上に関心を持ちませんでした。

　相談支援専門員の仕事について、弘済会助成事業の検討報告には、以下のような

発言があります。

「（個人で動いているのか？法人の職員として動いているのか？）それ

すらも曖昧。土日も動くことがある。そうならないようにと考えて動く。

そうしなければ自分が保たない。今回（弘済会助成事業）、動きを整理

する機会としたい。整理が必要な時期になっている」

「・・・ケアマネの段階で、個人判断で動くことが当たり前になっているとすれば、障害者の相

談支援専門員の動き方もケアマネと同じ方向で動いているのではないか。なし崩しで、個人判断

でよしとして動いていいとなっているといえないか。いちいち伺いを立てていると動けないし、

『もういいよ、それで』となっているように感じる」

「自分は計画相談の担当になったが、この仕事を他の人に代わらせることはでき

ない。大変過ぎるから」という研究事業協力者の一人の呟きに、自己犠牲の上で行

われているこの事業の先は無いなと漠然とですが感じました。そして、仕方が無い

からと良心的に行い続けていくことが、大切な人材を失い兼ねないどころか、障害

児・者の地域生活支援に直接支障が出てくる方向に進んでいるように思えてなりま

せん。

それでも、計画相談を止めたら事業収入が途絶えてしまうから進むしか無い、目

先の現実が優先しているために、この怖さが見えにくくなっているのです。

＊65才問題と計画相談

2020 年 4 月現在、光風会に登録するユーザーの平均年齢は約 52歳です。うち、

50代 18名、60代が 10名、70代が 1名になりました。現在、介護保険の対象に

なったユーザーはいません。しかし、これから 65歳を迎えるにあたって、介護保険

の要介護認定を受け、介護保険サービスの利用を優先されることで必要な支援をう

けられないようなことが出てこないかを心配します。

介護保険サービスが優先されることで起きうる問題としては、「利用料金」「支

援計画の作成者の変更」「事業所の変更」「支給調整」などが挙げられます。これ

まで、障害福祉サービスの計画相談が、相談支援専門員からケアマネに変更される

ことで、支援内容がどのように変わるのか。ケアマネが持つ障害についての認識や
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関係性の取り方などが、計画内容に影響することも大いに考えられます。

光風会は、2018 年 1 月号「花信風」において、「高齢の精神障害者に対する援

助・支援のあり方」をテーマに、「障害者の 65歳問題」、「障害者としてトシをと

る」といった課題に触れました。

あらためて、障害者福祉に関わる私たちが自覚すべきは、これまで日本では、高

齢になった障害者の多くが、施設や精神科病院の中で生涯を終わらせざるを得な

かったという負の歴史です。そのために、日本の高齢福祉は障害者が高齢になるこ

とを想定出来ていないのです。高齢者であっても、生きてきた基盤が「障害者」で

あることを抜きにして、介護サービスの中に障害者を放り込むような事態をつくり

出さないように、支援を繋ぐ必要があります。

2018 年の法改定では、支援の継続を図る「共生型サービス」が導入されました。

しかし、この動向について、明治学院大学教授の茨木尚子氏は以下のような点につ

いて注視する必要性を提示しています。

「身体的介助を受けながらも自立は可能とした自立観や、家族ではなく、利

用する本人の自己決定や選択を尊重する介助関係は、障害当事者側が構築してき

たものである。これらと介護保険における介護サービスの理念や内容の相違点は、

今後乗り越えられるのであろうか。むしろ、圧倒的多数に供給されている介護保

険サービスのあり方に、障害福祉サービスが巻き込まれていく危険性はないだろ

うか。改めて障害者福祉の独立性を明確にしていく必要があるのではないか。」

　

このような茨木氏から私たち現場への投げかけに向き合いたいと思います。

障害福祉サービスの計画相談が、障害者の抱える課題を明確にして具体的支援を

形にする一つのツールになり得るのか、再検討をしなければなりません。そして、

これまで以上に、意識的に活用するならば、「障害者福祉の独自性」を主張できる

内容を提示できるかが問われることになります。

  後戻りできない「計画相談」を活かすには、個々の障害者の諸課題を浮き彫りにし

て、介護保険との差別化ができるか否かです。そのためには、障害者に対する差

別・偏見を踏まえた具体的な障害福祉サービスを考え出していく必要があります。

＊もう一度、障害者差別・偏見について向き合う

　

やはり、以前からの課題である、精神障害や精神病の大変さをど

のように伝えるかに立ち戻ることになります。

身体障害者の生活を支える福祉サービスは、身体の不自由さで示され一般的に理

解しやすく、さらに個々の障害の複雑さを当事者の訴えをとおして、介護の質を高

めていきます。言うまでも無く、つき合いの浅いケアマネが立てるケアプランでは

太刀打ちできない独自の介護観を、じっくり時間を掛けてつくり出してきました。
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一方、精神障害者は「調子が悪い」という一言で色々なしんどさを表してきまし

た。「どんな風に調子が悪いのか？」と何年経ってもこの問い掛けは続いています。

問題は、このままでは一般的な理解が進むことはほとんど望めないことです。

昨今の「当事者研究」では、自分の状態をうまく伝えられない当事者自身が、医

療の診断名に捕らわれずに、仲間と一緒に自分を学習する活動をつくり出していま

す。当然ですが、自分が受けた社会的な差別・偏見がもたらす痛み・悔しさ・怒り

などの感情の分析は基盤となるでしょう。

小児科医で脳性マヒを抱える東京大学准教授の熊谷晋一郎氏は、当事者研究につ

いて以下のように暫定的に定義し、当事者自身が自分の困りごとの専門家になるこ

とだと述べています。

「障害や病気などの困りごとを抱える当事者が、困りごとの解釈や対処法につい

て医者や支援者に任せきりにするのではなく、困りごとを研究対象としてとらえ

なおし、似た経験を持つ仲間と助け合って、困りごとの意味やメカニズム、対処

法を探り当てる取り組み」

光風会では、これまで「こころの底から湧き出る不安の泉」「不安の雪だるま」

というユーザーミーティングを行ってきました。それは今、「ヒアリング・ヴォイ

シス（HV）」をテーマに汎化させ、精神障害や精神病の症状として片付けられてき

た幻聴や妄想、不安などに向き合うゼミ活動を展開しています。

こうしたミーティングや対話による諸活動は、エンパワーを考える余裕を無くし

ている介護保険サービスでは展開できない「サービス」です。サービスを受ける障

害当事者がトシをとることで、さらに「聞こえ」がどのように変化するのか。高齢

になっても必要とする活動です。障害者が障害者として生きてきた自分を否定する

ことなく高齢者になる支えです。

金儲けの担い手に陥って忙しくなっていませんか。

「計画相談」の質を変えるには、障害福祉サービスを提供する「お客様」といっ

た意識では出来ません。地域福祉に関わる自分自身を点検し、障害児・者に対する

差別・偏見とは何かを問い直す場をつくり出す必要があります。

障害者の地域福祉に関わるわたしたちが、新自由主義の担い手となり、腐ってし

まわないうちに。

（理事長　高島　眞澄）
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