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令和４年度多分野の専門職合同研修会アンケート結果 

1 所属する分野を１つだけ〇をつけてください。 

  

項目 人数 

高齢者 13 

障がい 4 

子ども・教育 2 

生活困窮 2 

医療 3 

その他 1 

 

 

２ 相談支援の経験年数について、当てはまる番号に〇を付けてください。 

 

項目 人数 

３年未満 5 

３年以上５年未満 6 

５年以上 10年未満 8 

10年以上 6 

 

 

 

 

３ この研修を受講した動機は、何ですか。 

・今まで関わったことがない機関の方を知る機会になると思ったため 

・多分野の方と顔の見える関係を築けると思ったため 

・重層について学びを深めようと思った。 

・包括支援センターに配属され、多分野の方と連携を図りたかったから 

・他分野の事を知りたい 

・多分野の話を伺いたかった。 

・多職種連携、重層支援を学びたかった。 

・重層について学ぶため。視野を幅広く持つため 

・重層的支援体制整備事業が始まり、これまで以上に多職種との協働が必要になっ

てくるため 

・自身が関わっている分野以外の視点やこれまでの支援について見直すため 



 

2 

 

 

・相談内容の傾向から多機関で関わらなくてはいけないケースが増えているため、

研修を受講して勉強したいと思った。 

・事業所で勧められたことや立場上参加する必要があり。前向きな自身の力として

取り入れたかったため 

・地域支援研究会の活動を知っていたため 

・8050世帯など支援対象に増えていたから 

・多機関協働について学び、業務に生かしたいと思った。 

・重層的支援について知りたいと思っていたため 

・重層的支援体制整備事業について知りたかったから 

・顔の見える関係づくりのため 

・他機関の相談員さんとの連携を今後取りやすくしたかったから 

・上司の勧め 

・春日井市の連携支援の現状を知りたかった。児童館で何ができるかを考えたかっ

た。 

 

４ 相談支援を実施する際に、葛藤（ジレンマ）や困難さを感じますか。 

・年々業務量内容が増え、以前なら行っていた見守り（電話をかけたり、様子を見

に行くなど）家族に対する支援の時間がない。介護の人材が不足しており、利益に

見合わない人は、サービスの提供を断ることが、実際に起きている。 

・独居、身寄りなし、低所得の方の支援で課題解決に向けて制度やサービスのみで

は補えず、金銭的余裕もないため民間サービス活用も限度がある場合、支援者での

役割分担や支援の方向性の統一などまとめる事にたまに負担を感じる。 

・支援拒否、受け入れてもらえない、過大な要求があるなどの際は、支援の意味を

考えてしまう。 

・法の狭間にいる方の支援、ぎりぎり生保受給のできない事 

・家族がいない方。いつも相談できない方 

・制度の狭間にいる人の支援をどのように支援者同士で歩み寄っていくか 

・制度の狭間の方は、見守ることしかできない事がある。 

・自身のスキル不足 

・客観的にみれば、困っているように考えるが、本人は困ってないと言われるケー

スや、本人は困ってないと言うが、周りが心配をしたり、迷惑だと訴えられるケー

スを支援することが難しく負担感がある。 

・思う様に支援が出来なかったり、本人や家族の意見に思い違いがあり、複数の要

因で支援が困難な場合 

・相手にしっかり伝わったかどうか ・信頼関係の構築 

・生活困窮のゴミ屋敷の片付けに制度が使えないとき 

・他機関との意見の違いや保護者が関わり難しいケースなど 

・他に活用できる制度や機関についての知識が足りない。 
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・支援者の支援疲れ 

・チーム内での役割分担が分かりづらいと上手くいかない時がある。 

・当事者やその周りの人が支援の必要性を自覚していない時 

・本人が一歩をふみ出せない時、子が犠牲に。他機関への情報提供をするのみ 

・現在の職場で継続支援をした方が良いだろうと思う事もあるが、子ども、保護者

が自ら来る施設のためどうしているのだろうと待っていることがつらい。 

 

５ 個別支援 

(1)これまで、所属する機関で「属性を問わない相談支援」を実施してきた。 

 

項目 人数 

全くその通り 0 

その通り 10 

  11 

そうではない 4 

全くそうではない 0 

 

 

(2)研修内容は、期待どおりであった。 

 

項目 人数 

全くその通り 12 

その通り 9 

  4 

そうではない 0 

全くそうではない 0 

 

 

(3)講師の説明は、分かりやすかった。 

 

項目 人数 

全くその通り 11 

その通り 12 

  2 

そうではない 0 

全くそうではない 0 
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(4)資料・スライドは、分かりやすかった。 

 

項目 人数 

全くその通り 11 

その通り 11 

  3 

そうではない 0 

全くそうではない 0 

 

 

(5)グループワークや演習は、研修内容の理解促進に役立った。 

 

項目 人数 

全くその通り 12 

その通り 10 

  3 

そうではない 0 

全くそうではない 0 

 

 

(6)私の所属する機関で「属性を問わない相談支援」実施することは可能である。 

 

項目 人数 

全くその通り 4 

その通り 12 

  7 

そうではない 1 

全くそうではない 0 

記入なし 1 

 

それは、どんなことか記入してください。 

・高齢者以外の支援もしているが、「属性も問わない」と言いつつ、障がい、生活困

窮に該当するケースの支援にとどまっている。 

・まず話を伺う。 

・対象の方の家族、知り合いの方の支援等 

・高齢者の分野ですが、世帯全体をみていくようにしたい。 
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・所属で相談しながら、実施していきます。 

・世帯として考えたときに全ての問題、課題を把握し、関係機関と協働していく。 

・基本的には断らない相談支援を行っている。 

・様々な相談を受けることはあるが、自身の機関だけでは完結することは少ないた

め、他機関につなぐ必要がある。 

・必要な役割を越えた支援は、もちろん行いたいが他機関が行うべき部分を押し付

けられた経験もあり、線引きをしっかり皆が理解しなくてはと改めて思った。 

・話を聞き、適切な支援機関につなげる。 

・相談があればまずは内容を伺いますが、当院につながる人が限られてはいる。 

・ＤＶ相談中に子への虐待が判明した際、子政につなぐ。 

 

６ 多機関協働 

(1)これまで、関係機関との連携・協働(多機関協働)の相談支援を実施してきた。 

 

項目 人数 

全くその通り 4 

その通り 12 

  8 

そうではない 1 

全くそうではない 0 

 

 

(2)多機関の役割や機能を、理解することができた。 

 

項目 人数 

全くその通り 7 

その通り 15 

  3 

そうではない 0 

全くそうではない 0 

 

それは、どんなことか記入してください。 

・こども分野についてあまり知らなかったので、少し知ることができた。 

・子ども・教育分野の理解が不十分であったため、勉強になった。 

・今まで児童分野を知ることがなく、今回知る事ができてよかった。 

・あまり関わらないＳＳＷ内子育て世代包括支援センターの役割や支援対象者の理

解ができた 
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・高齢者分野以外は、あまり接点がなかったため 

・今まで多機関に関する知識がなかったため 

・一機関ごとに説明があったので、分かりやすかった。 

・シンポジウム等具体的な支援内容を学ぶことができた。 

・武器はないが情報提供と知り得たことを相談業務に活かせる。 

・児童福祉分野でしか活動していないので、違った分野の方との交流研修は、楽し

かったがまだ足りない。 

 

(3)シンポジウム形式での事例検討は、分かりやすかった。 

 

項目 人数 

全くその通り 12 

その通り 8 

  4 

そうではない 1 

全くそうではない 0 

 

 

(4)研修内容は、期待どおりであった。 

 

項目 人数 

全くその通り 11 

その通り 10 

  4 

そうではない 0 

全くそうではない 0 

 

 

(5)講師の説明は、分かりやすかった。 

 

項目 人数 

全くその通り 12 

その通り 11 

  2 

そうではない 0 

全くそうではない 0 
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(6)資料・スライドは、分かりやすかった。 

 

項目 人数 

全くその通り 12 

その通り 10 

  3 

そうではない 0 

全くそうではない 0 

 

 

(7)私の所属する機関は、多機能協働することは可能である。 

 

項目 人数 

全くその通り 9 

その通り 13 

  2 

そうではない 0 

全くそうではない 0 

 

 

それはどんなことか記入してください。 

・保健所、行政特に直接福祉に関わらない部署との協働が難しい 

・必要があれば、専門機関につなぐ。 

・今回、顔の見える関係づくりができ、気安く連絡をしてもいいことも分かり、今

後連携を図っていきたい 

・入退院時の連携。必要時は多機関との連携 

・所属で相談しながら、実施していきます。 

・連携する先の事業内容を理解することをもっとしていきたい 

・普段から行っている。 

・連携する機関は、限られているが、連携している 

・普段あまり関わらない自殺予防の活動など、この機会がないと知ることがなかっ

たかも知れないので良かった。 

・障がいや外国籍（主に言語）の問題において協働が可能 

・自身の所属が世帯を中心に支援しているため 

・受診や入退院支援はみなさんの協力がないとできません 

・ＤＶ相談があったかの問い合わせ 事案検討会同席 
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・目の前の仕事をこなす事で一杯一杯だが、いつか館内（包括、包括発達障害児支

援、カフェ、図書館）や小、中、高校が近くにあるので連携して地域支援をしてい

きたいと思っている。 

 

７ 地域支援 

(1)これまで、地域住民と連携・協働(地域支援)を意識して、相談支援を実施してき

た。 

 

項目 人数 

全くその通り 1 

その通り 4 

  10 

そうではない 8 

全くそうではない 2 

 

 

(2)研修内容は、期待どおりであった。 

 

項目 人数 

全くその通り 10 

その通り 10 

  5 

そうではない 0 

全くそうではない 0 

 

 

(3)講師（ファシリテーター役）のファシリテーションにより研修内容の理解が促進

した。 

 

項目 人数 

全くその通り 10 

その通り 9 

  6 

そうではない 0 

全くそうではない 0 
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(4)ファシリテーションにより、受講者間の活発な意見交換ができた。 

 

項目 人数 

全くその通り 10 

その通り 12 

  3 

そうではない 0 

全くそうではない 0 

 

 

(5)私が実施する相談支援には、地域支援が必要であると考えている。 

 

項目 人数 

全くその通り 5 

その通り 16 

  4 

そうではない 0 

全くそうではない 0 

 

 

その理由を記入してください。 

・業務にあるため 

・複合的な課題を抱える世帯も多く、インフォーマルな必要性を感じている。 

・地域で孤立している人、そのような方々にも見守りの目が必要 

・助け合いができる地域は、必要かと思う。 

・個別支援を通して地域支援も考えていきたいと思う。 

・地域の方の居場所作りや介護サービスに頼らず、地域力を上げることが、必要 

・発想次第で地域支援は可能となる。 

・ライフスタイルの多様化から様々な課題があり、それを解決するには地域支援が必

要 

・一つの機関で完結するのではなく、多面的にとらえることが必要であると感じる。 

・福祉サービスだけでは、補えないサポートも多く存在するため 

・インフォーマル資源を作り出していくことは、難しいと考えていたが、ワークを通

じると他機関と協力しながらだとやりがいをもって出来るかもと意識に変化があっ

た。 

・福祉サービスで対応できないニーズがあるから 

・子ども達の地域での見守り体制 
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・自立助長のためには、地域支援が不可欠 

・退院後に患者さんが安全に生活していくためには、そういった支援が必要だと思う

から。 

・本人にとって知られたくない DV 内容？ そうなる前や初期の段階で地域に相談で

きる人がいたら良いと思う。 

・とても良い地域資源があるので、今後もっと発展していくと思う。 

(6)私の所属する機関で地域支援を実施することは可能である。 

 

項目 人数 

全くその通り 3 

その通り 16 

  3 

そうではない 1 

全くそうではない 0 

記入なし 2 

 

それは、どんなことか記入してください。 

・地域ケア会議、協議会等実施しているが、特に協議会は負担が大きい 

・ケア会議を通した取り組み 

・地域の方に普段より助けていただいている。 

・地域の方の居場所作りや介護サービスに頼らず、地域力を上げることが、必要。 

・地域ケアを通じて、取り組み作りの支援をしている。 

・地域のサロンの開催であったり、各機関と連携し、教室等の参加ができるようにな

れば良いと思う 

・私の機関だけでは、難しい部分があるが、他機関と一緒だと協力して行えると思う。 

・民生委員と今まで以上に連携を図る。 

・相談できる手段を周知する 施設内トイレなどに設置 

・とても良い地域資源がたくさんあるので、今後もっと発展していくと思う 

８ ３つの領域（個別支援、多機関協働、地域支援）共通 

(1)この研修を受講する前後で、考え方や行動に変化があった。 

項目 人数 

全くその通り 2 

その通り 16 

  5 

そうではない 1 

全くそうではない 0 

記入なし 1 



 

11 

 

 

それは、どんなことか記入してください。 

・福祉関係の多機関との連携だけでなく、民間の企業と連携する中でも価値観の違

いによる難しさを感じており、研修を参考にします。 

・重層的支援といってもよく分かっていなかった。多職種で一歩踏み込んだ支援を

していくことが大切と思った。職場に戻って伝えていきたいと思う。 

・他職種の事をしる事ができた。 

・顔の見える関係ができ、包括にきた相談が他分野でも正確につなぐことが、出来

ると思う。 

・他の人の価値観を大切にする事 

・柔軟な考えを持つこと、幅広い知識を持つことが、必要だと考えるようになった。 

・経験年数が長くなるにつれて、価値観や考え方に偏りが出てきていることに気付

くことが出来た。 

・他の職種の人の考え方、捉え方に違いがあり、自分も考えが固まってしまってい

ることに気が付いた。 

・これまで、他機関と連携することは多くあったが、どうしても各々の役割に期待

しすぎてしまう面もあった。他の視点を取り入れ、一歩踏み出す支援の大切さを改め

て感じた。 

・他の業種とのつながりが顔の見える関係になったことで、積極的にアプローチし

ようという気になった 

・横のつながりの大切さを、参加したメンバーで共有できたことが今後の他機関と

の連携で違いがでてくると感じた。今後は気軽に相談し合えると良いなと思う。 

・問題の見方 自分で思いつかない方向性を知れた。 

・顔が見える関係になったことで、連携のハードルが下がった。 

・多機関で協働して地域の資源を活用しながら世帯を支援したいと思った。（これま

では自分でどうにかしようとか他機関へつなぐ考えに至らないこともあった。） 

・今まで以上に多機関協働に取り組むと共に自身の個別支援について振り返る必要

があると感じた。 

・今まではケアマネさんを通して地域との連携を依頼することが多かったが、直接

関わりを作っていこうと思った。 

・積極的に他機関と関わるのに気後れする部分もあったが、支援者の活動内容を知

り顔を知り相談にみえた方にもっと案内しやすくなった 

・何かしなくてとずっと思っていたが、目の前の仕事の忙しさを言い訳にして避け

て（逃げて）いた。久しぶりに連携支援を日々している方々の中に入り、話をするこ

とで前向きになった。 
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(2)研修で学んだ（得たもの）を職場や業務に還元したい。 

 

項目 人数 

全くその通り 8 

その通り 14 

  1 

そうではない 0 

全くそうではない 0 

記入なし 2 

 

９ 今後この研修に期待することを記入してください。 

・町づくりは、福祉だけではできないので、もっと行政（福祉以外の部署）も参加し

てもらえる良い。 

・他職種の方と意見の交換ができた事は、とても貴重な経験だった。 

・具体的な事例検討 

・今後もこのような研修の場をもって他分野の方と関係づくりも行っていきたい。 

・今後もなじみの少ない分野の制度や役割を学んでいけるとよい。引きこもり支援に

ついても学べるとよい。 

・もう少しグループワークの時間が長くてもよかった。 

・重層支援で行った好事例を発表してほしい。 

・連携をしやすくするために事例などを通して更に役割を把握し、一歩踏み出すこと

についても一緒に考えられる機会がほしい。 

・今日、参加したメンバー以外に、市内相談員や他機関の方々にも参加していただき、

横のつながりの大切さを知っていただきたい。 

・具体的な事例学習力 

・他の機関の方と出会うこと、各役割を知ること 

・経験を積んだ後にも受講したい 

・保健、児童分野も別のネットワークがあり、なかなか合同は難しいのかと思うが、

SOS を出す力を、子どもの時に身につける事も大切なので、ネットワーク、連携支援

研修が広がるとうれしいと思った。 

 

10 フォローアップの機会または研修があれば、希望しますか 

 

項目 人数 

希望する 17 

希望しない 0 

どちらともいえない 8 
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令和４年度専門職合同研修会アンケートの自由記載に関する分析 

 自由記載項目から共通する内容などを分類整理して【  】で記載。 

 令和４年度に新しく整理されたカテゴリーは   を付した。 

質問項目 自由記載項目の回答内容 

研修の受講動機 【多分野協働や役割を学ぶ】 

・多機関協働について学び、業務に生かしたいと思った。 

・今まで関わったことがない機関の方を知る機会になると思ったため。 

・自身が関わっている分野以外の視点やこれまでの支援について見直すため。 

・春日井市の連携支援の現状を知りたかった。 

・視野を幅広く持つため。 

・他分野の事を知りたい。 

・多分野の話を伺いたかった。 

【重層的支援体制整備事業の必要性や期待】 

・重層について学びを深めようと思った。 

・重層支援を学びたかった。 

・重層について学ぶため。 

・重層的支援について知りたいと思っていたため。 

・重層的支援体制整備事業について知りたかったから。 

【多機関多職種との顔の見える関係づくり】 

・多分野の方と顔の見える関係を築けると思ったため。 

・多分野の方と連携を図りたかったから。 

・顔の見える関係づくりのため。 

・他機関の相談員さんとの連携を今後取りやすくしたかったから。 

・これまで以上に多職種との協働が必要になってくるため。 

【地域支援研究会の定着化】 

・地域支援研究会の活動を知っていたため。 

・事業所で勧められた。 

・上司の勧め。 

【複雑化・複合化する支援ニーズへの対応】 

・8050世帯など支援対象に増えていたから。 

・相談の傾向から多機関で関わらなくてはいけないケースが増えているため。 
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相談支援を実施

する際に、葛藤

（ジレンマ）や困難

さ 

【専門的知識及び技術の不足】 

・他に活用できる制度や機関についての知識が足りない。 

・自身のスキル不足。 

・相手にしっかり伝わったかどうか。 

・信頼関係の構築。 

・支援者の支援疲れ。（医療分野） 

・他機関への情報提供をするのみ。 

 

【本人の意思決定に寄り添う難しさ】 

・客観的にみれば、困っているように考えるが、本人は困ってないと言われるケ 

ースや、本人は困ってないと言うが、周りが心配をしたり、迷惑だと訴えられる

ケースを支援することが難しく負担感がある。 

・支援拒否、受け入れてもらえない、過大な要求があるなどの際は、支援の意味

を考えてしまう。 

・当事者やその周りの人が支援の必要性を自覚していない時。 

・本人が一歩をふみ出せない時、子が犠牲に。 

・思う様に支援が出来なかったり、本人や家族の意見に思い違いがあり、複数の

要因で支援が困難な場合。 

【支援関係機関の役割分担の曖昧さ】 

・チーム内での役割分担が分かりづらいと上手くいかない時がある。 

・支援者での役割分担や支援の方向性の統一などまとめる事にたまに負担を感じ

る。 

・狭間にいる人の支援をどのように支援者同士で歩み寄っていくか。 

・他機関との意見の違いや保護者が関わり難しいケースなど。 

【相談援助範囲の制約】 

・現在の職場で継続支援をした方が良いだろうと思う事もあるが、子ども、保護

者が自ら来る施設のためどうしているのだろうと待っていることがつらい。 

【制度の狭間や相談先がない】 

・制度の狭間の方は、見守ることしかできない事がある。 

・法の狭間にいる方の支援、ぎりぎり生保受給のできない事。 

・独居、身寄りなし、低所得の方の支援で課題解決に向けて制度やサービスのみ

では補えず、金銭的余裕もないため民間サービス活用も限度がある。 

・家族がいない方。いつも相談できない方。 

・生活困窮のゴミ屋敷の片付けに制度が使えないとき。 

【人手不足や業務の選別】 

・年々業務量内容が増え、以前なら行っていた見守り（電話をかけたり、様子を

見に行くなど）家族に対する支援の時間がない。介護の人材が不足しており、利

益に見合わない人は、サービスの提供を断ることが、実際に起きている。（高齢分野） 
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所属機関で「属性

を問わない相談

支援」を実施する

ことの可能性 

【断らない相談から適切な機関につなぐ協働】 

・基本的には断らない相談支援を行っている。 

・まず話を伺う。 

・相談があればまずは内容を伺いますが、当院につながる人が限られてはいる。 

・高齢者以外の支援もしているが、「属性も問わない」と言いつつ、障がい、生活

困窮に該当するケースの支援にとどまっている。 

・様々な相談を受けることはあるが、自身の機関だけでは完結することは少ない

ため、他機関につなぐ必要がある。 

・話を聞き、適切な支援機関につなげる。 

・ＤＶ相談中に子への虐待が判明した際、子政につなぐ。 

【世帯全体のアセスメント】 

・高齢者の分野ですが、世帯全体をみていくようにしたい。 

・世帯として考えた時に全ての問題、課題を把握し、関係機関と協働していく。 

・対象の方の家族、知り合いの方の支援等。 

・所属で相談しながら、実施していきます。 

【多分野の専門領域を理解する必要性】 

・必要な役割を越えた支援は、もちろん行いたいが他機関が行うべき部分を押し

付けられた経験もあり、線引きをしっかり皆が理解しなくてはと改めて思った。 

研修での多機関

の役割の理解度 

（R３年度はカテゴ

リ化しておらず） 

【関係機関の役割理解】 

・こども分野についてあまり知らなかったので、少し知ることができた。 

・子ども・教育分野の理解が不十分であったため、勉強になった。 

・今まで児童分野を知ることがなく、今回知る事ができてよかった。 

・あまり関わらないＳＳＷ内子育て世代包括支援センターの役割や支援対象者の

理解ができた。 

・高齢者分野以外は、あまり接点がなかったため。 

・今まで多機関に関する知識がなかったため。 

・一機関ごとに説明があったので、分かりやすかった。 

・シンポジウム等具体的な支援内容を学ぶことができた。 

・武器はないが情報提供と知り得たことを相談業務に活かせる。 

・児童福祉分野でしか活動していないので、違った分野の方との交流研修は、楽

しかったがまだ足りない。 

所属機関で「多機

関協働」を実施す

ることの可能性 

【顔の見える協働の必要性】 

・今回、顔の見える関係づくりができ、気安く連絡をしてもいいことも分かり、

今後連携を図っていきたい。 

・必要があれば、専門機関につなぐ。 

・連携する機関は、限られているが、連携している。 

・障がいや外国籍（主に言語）の問題において協働が可能。 

・受診や入退院支援はみなさんの協力がないとできません。 
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・ＤＶ相談があったかの問い合わせ 事案検討会同席。 

【家族支援】 

・自身の所属が世帯を中心に支援しているため。 

【関係機関の役割理解】 

・連携する先の事業内容を理解することをもっとしていきたい。 

・普段あまり関わらない自殺予防の活動など、この機会がないと知ることがなか

ったかも知れないので良かった。 

【所属や多機関を巻き込む支援】 

・所属で相談しながら、実施していきます。 

・普段から行っている。 

・入退院時の連携。必要時は多機関との連携。 

・目の前の仕事をこなす事で一杯一杯だが、いつか館内（包括、包括発達障害児

支援、カフェ、図書館）や小、中、高校が近くにあるので連携して地域支援をし

ていきたいと思っている。 

・保健所、行政特に直接福祉に関わらない部署との協働が難しい。 

相談支援におけ

る「地域支援」の

必要性 

 

【共助の重要性】 

・地域で孤立している人、そのような方々にも見守りの目が必要。 

・助け合いができる地域は、必要かと思う。 

・地域の方の居場所作りや介護サービスに頼らず、地域力を上げることが、必要 

・福祉サービスで対応できないニーズがあるから。 

・福祉サービスだけでは、補えないサポートも多く存在するため。 

【人と地域とのつながり】 

・複合的な課題を抱える世帯も多く、インフォーマルな必要性を感じている。 

・ライフスタイルの多様化から様々な課題があり、それを解決するには地域支援

が必要。 

・一つの機関で完結するのではなく、多面的にとらえることが必要であると感じ

る。 

・本人にとって知られたくない DV内容？ そうなる前や初期の段階で地域に相談

できる人がいたら良いと思う。 

・自立助長のためには、地域支援が不可欠。 

・退院後に患者さんが安全に生活していくためには、そういった支援が必要だと

思うから。 

【多機関協働での地域支援】 

・インフォーマル資源を作り出していくことは、難しいと考えていたが、ワーク

を通じると他機関と協力しながらだとやりがいをもって出来るかもと意識に変化

があった。 

・発想次第で地域支援は可能となる。 

・業務にあるため。 
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【個から地域全体の課題をとらえる視点】 

・個別支援を通して地域支援も考えていきたいと思う。 

所属機関で「地域

支援」を実施する

ことの可能性 

【地域ケア会議の充実】 

・ケア会議を通した取り組み。 

・地域ケアを通じて、取り組み作りの支援をしている。 

・地域ケア会議、協議会等実施しているが、特に協議会は負担が大きい。 

【多機関協働での地域支援】 

・私の機関だけでは、難しい部分があるが、他機関と一緒だと協力して行えると

思う。 

・地域のサロンの開催であったり、各機関と連携し、教室等の参加ができるよう

になれば良いと思う。 

・民生委員と今まで以上に連携を図る。 

・地域の方に普段より助けていただいている。 

・とても良い地域資源がたくさんあるので、今後もっと発展していくと思う。 

研修の受講前後

で、考え方や行動

の変化 

【価値観の違いへの理解】 

・福祉関係の多機関との連携だけでなく、民間の企業と連携する中でも価値観の

違いによる難しさを感じており、研修を参考にします。 

・他の人の価値観を大切にする事。 

・経験年数が長くなるにつれて、価値観や考え方に偏りが出てきていることに気

付くことが出来た。 

・他の職種の人の考え方、捉え方に違いがあり、自分も考えが固まってしまって

いることに気が付いた。 

・柔軟な考えを持つこと、幅広い知識を持つことが、必要だと考えるようになっ

た。 

【多機関協働の重要性】 
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・多機関で協働して地域の資源を活用しながら世帯を支援したいと思った。（これ

までは自分でどうにかしようとか他機関へつなぐ考えに至らないこともあった。） 

・今まで以上に多機関協働に取り組むと共に自身の個別支援について振り返る必

要があると感じた。 

・問題の見方 自分で思いつかない方向性を知れた。 

・他職種の事を知る事ができた。 

【分野を一歩踏み出した支援】 

・これまで、他機関と連携することは多くあったが、どうしても各々の役割に期

待しすぎてしまう面もあった。他の視点を取り入れ、一歩踏み出す支援の大切さ

を改めて感じた。 

・重層的支援といってもよく分かっていなかった。多職種で一歩踏み込んだ支援

をしていくことが大切と思った。職場に戻って伝えていきたいと思う。 

・今まではケアマネさんを通して地域との連携を依頼することが多かったが、直

接関わりを作っていこうと思った。 

【顔の見える支援チームの大切さ】 

・他の業種とのつながりが顔の見える関係になったことで、積極的にアプローチ

しようという気になった。 

・顔が見える関係になったことで、連携のハードルが下がった。 

・積極的に他機関と関わるのに気後れする部分もあったが、支援者の活動内容を

知り顔を知り相談にみえた方にもっと案内しやすくなった。 

・顔の見える関係ができ、包括にきた相談が他分野でも正確につなぐことが、出

来ると思う。 

・横のつながりの大切さを、参加したメンバーで共有できたことが今後の他機関

との連携で違いがでてくると感じた。今後は気軽に相談し合えると良いなと思

う。 

【受講者メンバーによるエンパワメント】 

・何かしなくてはとずっと思っていたが、目の前の仕事の忙しさを言い訳にして

避けて（逃げて）いた。久しぶりに連携支援を日々している方々の中に入り、話

をすることで前向きになった。 
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今後この研修に

期待すること 

（R３年度はカテゴ

リ化しておらず） 

【さらなる多分野・他職種との関係づくり】 

・町づくりは、福祉だけではできないので、もっと行政（福祉以外の部署）も参

加してもらえる良い。 

・今日、参加したメンバー以外に、市内相談員や他機関の方々にも参加していた

だき、横のつながりの大切さを知っていただきたい。 

・今後もなじみの少ない分野の制度や役割を学んでいけるとよい。 

・他の機関の方と出会うこと、各役割を知ること。 

・保健、児童分野も別のネットワークがあり、なかなか合同は難しいのかと思う

が、SOSを出す力を、子どもの時に身につける事も大切なので、ネットワーク、連

携支援研修が広がるとうれしいと思った。 

【事例共有の場】 

・連携をしやすくするために事例などを通して更に役割を把握し、一歩踏み出す

ことについても一緒に考えられる機会がほしい。 

・具体的な事例学習力。 

・重層支援で行った好事例を発表してほしい。 

・具体的な事例検討。 

【支援チームの結束を強化する】 

・今後もこのような研修の場をもって他分野の方と関係づくりも行っていきた

い。 

・他職種の方と意見の交換ができた事は、とても貴重な経験だった。 

・もう少しグループワークの時間が長くてもよかった。 

【フォローアップ】 

・引きこもり支援についても学べるとよい。 

・経験を積んだ後にも受講したい。 

 


