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有効データ（人） 262
圏域別 佐久 20

上小 34
諏訪 25
上伊那 28
飯伊 28
木曽 6
松本 48
大北 16
長野 43
北信 14

現状 回収 率（％） 現状 回収 率（％）
佐久 1,658 532 32 279 64 23
上小 1,486 1,038 70 244 178 73
諏訪 1,134 656 58 234 153 65
上伊那 2,749 1,045 38 660 180 27
飯伊 1,235 815 66 351 193 55
木曽 300 54 18 45 1 2
松本 1,419 597 42 451 201 45
大北 454 299 66 310 98 32
長野 4,172 1,992 48 934 170 18
北信 787 426 54 64 33 52
合計 15,394 7,563 49 3,572 1,430 40

特定相談 障がい児相談

※有効率の算定方法 
（回収したアンケートのサービス等利用計画作成数）／（平成 29 年 9 月時点のサービス等利用計画作成数） 

 

平成 29 年度モニタリング実態状況アンケート調査結果 

 

Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

  平成 24 年 4 月の改正障害者自立支援法の施行により、障がい福祉サービスの利用にあたって

は、「サービス等利用計画」の作成が必須となった。長野県では、利用を希望する対象者全員への

作成を目標に取り組み、平成 29 年度 9 月時点での長野県内での作成率は 99.8％となり、ほぼ

全ての利用者に計画相談を提供することができるようになった。 

  この状況を受け、長野県自立支援協議会人材育成部会では、今後目指す姿として「相談支援の

質の向上」を目標に掲げ、①きめ細かいモニタリングの実施②相談支援事業所の安定運営が課題

と考え、モニタリングの実施状況についてアンケートを実施した。 

 

２ 調査対象 

（１）県内の指定特定・障がい児相談支援事業所 291 ヵ所に登録された相談支援専門員 648 人 

（２）県内の市町村障がい福祉担当課で支給決定に携わる職員 

 

３ 回収状況 

（１）指定特定・障がい児相談支援事業所 

 ○アンケート回収率 40％ （262 人／648 人） 

【サービス等利用計画の作成数から見るアンケート有効率】 

 ○特定相談   有効率 49％（7,563 人／15,394） 

 ○障がい児相談 有効率 40％（1,430 人／ 3,572 人） 

  

 

 

[表１-１ 相談支援専門員の回答数]   [表１-２ サービス等資料計画の作成数から見るアンケート有効率] 
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佐久 上小 諏訪 上伊那 飯伊 木曽 松本 大北 長野 北信 合計（人）

専任 3 17 15 3 4 0 8 9 20 3 82
兼務 15 17 9 25 20 6 35 7 23 9 166
補助員 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
未回答 1 0 1 0 4 0 4 0 0 2 12

（２）市町村障がい福祉担当課 

 ○アンケート回収率 81％ （77 市町村のうち 62 市町村の担当 94 人が回答） 

 

４ 調査期間 

○平成 29 年 11 月 22 日～平成 29 年 12 月 22 日 

 

５ 調査方法 

○ Web 上での回答 

○ 電子メールによる回答 

○ FAX による回答 

 

Ⅱ 調査結果（指定特定・障がい児相談事業所アンケート結果） 

 

問１ あなたの勤務体系を教えてください。 

（書面上の勤務体系ではなく、常勤換算上算定が必要ない業務を行っている場合も「兼務」として

ください。） 

【結果１】相談支援専門員の勤務体系 

アンケート結果から、専任の相談支援専門員は約 3 割、兼務の相談支援専門員は約 6 割が兼務で

の勤務体系である（1 割は未回答）。 

平成 29 年度厚生労働省調査「障害者相談支援事業の実施状況等について」から、平成 29 年 

4 月 1 日時点での長野県内での相談支援専門員数は 648 人であり、そのうち約 4 割にあたる 270

人が専任ある。長野県内で、相談支援専門員として専任で勤務しているのは全体の 3～4 割である。 

 

 [表２ 圏域別勤務体系の状況] 

 

 

 

 

 

 

【結果２】１事業所あたりの相談支援専門員の数 

 １事業所当たりの相談支援専門員の数は、回答のあった 139 事業所うち 71 ヵ所で相談支援専

門員は 1 人であり、全体の約半数の事業所がひとり職場である。また、相談支援専門員が 2 人（兼

務含む）の事業所は約４分の１、３人以上（兼務含む）の事業所は約４分の１である。 

圏域別でも、同じ傾向が見られ、県内全域で相談支援専門員が 1 人である事業所が多いことが分

かった。 
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登録人数別事業所数

1（人） 71
2 36
3 18
4 4
5 7
6 2
7 1

51% 

26% 

13% 

3% 
5% 

1% 1% 

1（人） 
2
3
4
5
6
7

1（人） 7

2 5

3 1

4 0

5 0

6 0

7 0

佐久
1（人） 9

2 1

3 2

4 0

5 2

6 0

7 1

上小
1（人） 4

2 2

3 2

4 4

5 0

6 0

7 0

諏訪
1（人） 4

2 2

3 3

4 0

5 1

6 1

7 0

上伊那 飯伊
1（人） 7

2 3

3 3

4 0

5 0

6 1

7 0

木曽
1（人） 3

2 0

3 1

4 0

5 0

6 0

7 0

1（人） 12

2 5

3 2

4 0

5 4

6 0

7 0

松本
1（人） 8

2 4

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

大北 北信
1（人） 4

2 5

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

長野
1（人） 15

2 8

3 4

4 0

5 0

6 0

7 0

[表３-2 登録人数別事業所数（全県）]      [図１ 登録人別事業所の割合] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[表３-２登録人数事業所数（圏域別）] 

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問２ 何人担当していますか。 

【結果３ 相談支援専門員１人当たりの担当総数】 

 相談支援専門員 1 人当たりの担当総数は 11～30 人での分布帯での回答が約３割と最も多い。

全体を平均すると相談支援専門員１人当たりの担当利用者は約３４人であるが、0～100 人以上ま

で担当総数にばらつきがみられる。 
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担当件数分布

人

0 14
1～10 59
11～30 79
31～50 39
51～70 26
71～100 30
101以上 18
未回答 2

5% 

22% 

30% 

15% 

10% 

11% 

7% 

0
1～10 
11～30 
31～50 
51～70 
71～100 
101以上 

21% 

10% 

14% 

5% 

50% 

0～10 
11～30 
31～50 
51～70 
71～100 

％

0～10 49
11～30 23
31～50 33
51～70 12
71～100 118
未回答 20

自法人担当比率
（有効相談員人数235名）

 [表４ 相談支援専門員１人当たりの担当総数]       [図２ 担当総数の割合] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３ 担当している方のうち、自法人を利用している方は何名いますか。 

【結果４ 自法人の利用者の担当比率】 

 担当している利用者のうち、自法人の利用者の割合が 70％を超える相談支援専門員は、約 5 割

である。全体を通して、自法人の利用者を担当している割合が高い傾向にある。 

 

[表５ 自法人の担当比率]            [図３ 自法人の担当比率の割合] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４－１ あなたが担当しているケースで設定されているモニタリング月の人数を入力してくだ

さい。 

【結果５ モニタリング頻度】 

 モニタリング頻度で最も多いのは「６ヶ月」で、約５割を占める。次いで、「３ヶ月」が約２割、

「１２ヶ月」「その他」が約 1.5 割となっている。圏域別にみると、全体的な傾向として「6 ヶ月」

が中心になっていることが分かるが、北信圏域については 1～3 ヶ月でのモニタリングが多い傾向

となった。 

モニタリング頻度を「12 ヶ月」と選択する理由としては、施設入所している、生活状況や利用

サービスに変化がない、が多くあげられた。「その他」の理由としては、利用者の状況に応じて頻度

を設定している事例が多くあげられている。 
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3% 
1% 

19% 

50% 

14% 

13% 

１ヶ月 

２ヶ月 

３ヶ月 

６ヶ月 

モニタリング頻度（件数）
１ヶ月 452
２ヶ月 184
３ヶ月 3,121
６ヶ月 8,072
１２ヶ月 2,169
その他 2,097

佐久
１ヶ月 12
２ヶ月 3
３ヶ月 203
６ヶ月 172
１２ヶ月 55
その他 152

上伊那
１ヶ月 15
２ヶ月 6
３ヶ月 63
６ヶ月 171
１２ヶ月 217
その他 215

飯伊
１ヶ月 7
２ヶ月 6
３ヶ月 153
６ヶ月 455
１２ヶ月 197
その他 76

松本
１ヶ月 73
２ヶ月 22
３ヶ月 207
６ヶ月 481
１２ヶ月 285
その他 59

長野
１ヶ月 32
２ヶ月 17
３ヶ月 163
６ヶ月 1366
１２ヶ月 119
その他 227

木曽
１ヶ月 2
２ヶ月 0
３ヶ月 23
６ヶ月 8
１２ヶ月 21
その他 1

大北
１ヶ月 7
２ヶ月 2
３ヶ月 77
６ヶ月 124
１２ヶ月 49
その他 87

北信
１ヶ月 653
２ヶ月 340
３ヶ月 211
６ヶ月 21
１２ヶ月 0
その他 66

諏訪
１ヶ月 36
２ヶ月 12
３ヶ月 275
６ヶ月 355
１２ヶ月 49
その他 81

 また、相談支援が終了したケースで最も多かったのが、「福祉サービス利用の終了」次いで、「他

の相談支援専門員への引き継ぎ」であり、「介護保険への移行」「死亡」となっている。 

 

[表６-1 モニタリングの頻度（全県）]          [図４モニタリング頻度の割合] 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[表 6-2 モニタリングの頻度（圏域別）] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上小
１ヶ月 30
２ヶ月 8
３ヶ月 200
６ヶ月 798
１２ヶ月 98
その他 62
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【表 6-3 モニタリング頻度を設定した理由】 

モニタリング頻度を設定した理由等の抜粋（回答人数 75 名※複数回答あり） 

◎1 年に１回程度のモニタリング（回答人数：30 人） 

○施設入所のため。 

○生活に大きな変化がなくサービスの変更がほぼない。急な変更や必要が生じた際は対応。 

○支給期間が 3 年で 1 年毎のモニタリング。 

○入所、GH 利用者は 1 年。市町村からの指定。 

◎療養介護利用の方（回答人数：３人） 

○利用サービスが限られることから市町村との申し合わせで 12 か月となっている。 

○療養介護施設入所により、個別支援計画策定時の支援会議と合同開催。 

◎４ヶ月に１回の設定（回答人数：15 人） 

○本人、家族、行政担当者との話し合いで 1 年に 3 回（4 か月に 1 回）が望ましいのではな 

いかと決定したため。 

○半年に 1 回だと、間が空きすぎ。3 ヶ月でモニタリングするほどでもなく安定はしている 

方々。 

◎利用者の状況に応じた設定（回答人数：８人） 

○精神面や生活面が不安定で、毎月モニタリングして対応。状態と生活が安定し、3 ヶ月毎も 

しくは 6 ヶ月毎に変更。 

○長期休暇中に帰省するため、その時期に合わせて。 

○利用者さんの障害特性として被害妄想等があり拒否があったため。 

○施設におけるモニタリングを重視しているため。 

◎障がい児への支援（回答人数：５人） 

○保育所等訪問支援利用の児童は、本人特性と家族の要望、サービス提供開始時期、終結目標 

時期等考慮し個別設定。 

○本人特性と学校の年間予定を考慮し安定した生活を維持できるよう、見直しの時期を設定。 

○児童で学期ごとに合わせて設定。 

◎家族の状況や関係者の日程調整のため（回答人数：５人） 

○ご本人･家族･関係事業所･行政の集まれる日で設定しているため、その都合による。 

○他の相談支援事業所に移行予定が決まっていたため、時期を合わせた。 

○家族の就労状況や希望。  

◎行政事務との調整のため（回答人数：５人） 

○更新月を合わせるため。（誕生日月に合わせる等） 

○受給者証の指示による。 

◎入院中、介護保険サービス利用のため不定期（回答人数：４人） 

○就労アセスメントのため不定期（回答人数：３人） 

◎その他、勤務体制等の課題（回答人数：６人） 

○モニタリング自体ができていない。 

○事務や法人業務、研修等の仕事が多く、頻繁にモニタリングのプロセスを行うことが難し 

い。 

○兼務のため、定期的なモニタリングが困難。問題があった時は、モニタリングとは別に訪問 

し、会議を行い対応。 

○利用者の方々と、２，３ヶ月に１度は最低会うことができているが、モニタリングとしてあ 

げていない。 

○担当して動いてはいるが福祉サービス利用には繋がっていない人がいます。 
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問４－２ 期間中に相談支援が終了したケースはありますか。ある場合は差しつかえない程度でか

まいませんの理由を教えてください。 

【結果６ 相談支援を終了した理由】 

 最も多かった回答は「障がい福祉サービスの終了」であった。終了の理由は、就労等で目標を達

成した場合と、サービス利用を望まない、長期入院等、目標を変更することが必要な場合に分かれ

た。次いで多かった理由が、「他の相談支援専門員への引き継ぎ」で、他圏域への転居や施設入所等、

利用するサービスや事業所によって引き継がれる状況がある。また、「介護保険への移行」や「死亡」

も理由として挙げられている。 

 

【表 6-４ 相談支援を終了した理由】 
相談支援を終了した理由（回答人数 １２４名※複数回答あり） 

◎障がい福祉サービス利用の終了（回答人数：8３人） 

○就労により障がい福祉サービスの利用の必要がなくなった。（回答人数：41 人） 

（具体例の一部抜粋） 

 ・就労移行支援事業所を退所し、障害雇用枠での就職が決まった。 

 ・就労継続支援 B 型事業所を利用していたが、一般企業へ就職（ｱﾙﾊﾞｲﾄ勤務）したため。 

 ・就労アセスメントのためにプランを作成。アセスメントの結果、一般就労を選択した。 

○対象となるサービスがなくなった、ご本人がサービス利用を望まない（36 人） 

（具体例の一部抜粋） 

 ・本人にサービス利用の意思がなくなった。 

 ・事業所利用を中止した。ご本人がサービス利用を拒否。 

 ・目標を達成した。 

 ・保育園に移行し、児童発達支援事業は終了。福祉サービス利用がなくなったため。 

○長期入院や体調悪化等によりサービス利用継続が困難（1２人） 

 （具体例の一部抜粋） 

 ・体調不良により受給期間が過ぎ、一旦終了。再開可能であることは伝えてあります。 

 ・医療保護入院により一度終結。委託相談支援の中で対応し、退院に向けて再開を調整。 

○その他（4 人） 

 ・ご本人がいなくなった、連絡がつかなくなった。 

 ・逮捕 

◎他の相談支援専門員への引き継ぎ（回答人数：56 人） 

○県外、他圏域への転居 

 ・他圏域の入所施設、グループホーム等を利用し、近くの相談支援専門員に引き継いだ。 

 ・入所と同時に、お願いする法人の相談支援事業所がケースを引き継ぎたいという申し出 

があったため。 

 ・医療的ケアが増えたため、その方面に精通した相談員に変更した。 

 ・本人の希望。 

◎介護保険への移行（20 人） 

（具体例の一部抜粋） 

 ・特別養護老人ホーム等の入所施設への入所 

 ・居宅介護サービスへの移行 

◎死亡（20 人） 
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問５ 問４－１での回答をモニタリングと更新（再アセスメント）に分けて集計してください。 

（再アセスメントは更新月の前月になると思いますが、実際に行っている月で記載してください。

また、対象月で新規利用者を担当した場合も記載してください。） 

【結果７ モニタリング・更新（再アセスメント）の月別件数】 

 モニタリングについては、指定特定・障がい児ともに、３、6、9、12 月に件数が増加しており、

更新（再アセスメント）については、特定相談では 3、６月、障がい児については 3 月に集中して

いる。 

 

[図５-1 モニタリングの月別件数（特定相談）] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図５－２ モニタリングの月別件数（障がい児）] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図 6-1 更新（再アセスメント）の月別件数（特定相談）] 
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１時間以内 29
１時間 96
２時間 48
３時間 12
４時間 6
５時間 4
６時間以上 6
未回答 66

モニタリング１回あたりの時間

１時間以内 22
１時間 88
２時間 37
３時間 18
４時間 11
５時間 7
６時間以上 12
未回答 66

モニタリングに必要だと感じる時間

[図 6-2 更新（再アセスメント）の月別件数（障がい児）] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６ モニタリング 1 回あたりの時間を教えてください。 

問７ モニタリングに必要だと感じる時間はどのくらいですか。 

【結果８ モニタリングに必要な時間】 

  モニタリング 1 回当たりの時間（本人等との面談、聞き取り、支援会議等）として 1～2 時間

との回答が約半数となっている。対して、モニタリングに必要な時間として 1～2 時間必要との回

答も約半数を占める。実際のモニタリングの実施時間と、必要だと感じる時間に大きな差異はみら

れなかった。また、モニタリングを行った後の報酬請求に係わる事務（書類作成、利用者への説明、

サイン等）を含めると、さらに多くの時間を要する。 

 

[表７-１モニタリング１回あたりの時間]         [表７-２モニタリング１回あたりの時間] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８ モニタリングが計画通りに作成できなかったことはありますか。 

 回答者のうち約４割が計画通りにモニタリングを実施できなかったと回答している。 

モニタリングを計画通りに作成できなかった理由として、本人、家族、関係者との日程調整が難

しい、が最も多くあげられた。また、担当件数の多さや緊急対応、モニタリング月の集中、兼務で

ある等、業務が多忙であるという理由もあげられている。 
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はい 110
いいえ 90
未回答 71

モニタリングが計画通りに作成できなかったことがある

その他に、モニタリング実施後の報酬請求に係わる事務（書類作成やサインをもらうための訪問

が間に合わない等）を行うことができない、定期的に支援を行いながらもモニタリングとして請求

していない等、支援が報酬につながらないケースがある。 

 

[表８-1 モニタリング１回あたりの時間] 

 

 

 

 

 

[表８-2 モニタリングを計画通りにできなかった理由] 

モニタリングを計画通りにできなかった理由など（回答人数 107 人） 

◎本人・家族・関係者との日程調整が困難（64 人） 

（具体例一部抜粋） 

○ご本人の体調が悪く、予定通りにモニタリング会議ができなかった。 

○対象のお子さんの病気 

○利用者の入院 

○就労している方で、平日の夜か休日以外は面談不可のため。 

○本人・家族等が不穏の状態であり、面談や聞き取りが出来なかった。 

○モニタリングを重要視していない家庭との面談日の設定がしにくい。 

○保護者から頻回な支援会議は負担が大きく、現状での更新でかまわないと言われた。 

○学校とのすり合わせがしにくい。 

◎業務が多忙（18 人） 

（具体例一部抜粋） 

○モニタリング以外での面談や同行等の業務が増えている。 

○計画作成（新規・更新）に追われてしまい、モニタリングまで手が回らない。 

○担当ケースが多いため。 

○緊急対応や急なご相談の対応が入ると、大きな変化の無いご利用者様への聞き取りが後々にな

ってしまい、モニタリング月に訪問できない。 

◎モニタリング後の書類作成等が間に合わない（8 人） 

（具体例一部抜粋） 

○モニタリング自体は出来たが、サインをもらうことが出来ずに報告できないケース、最初 

 から再度貰いに行くことが困難とわかっている場合は、月を変更することがあった。 

○モニタリングは殆ど会議を開催。事前に決めており会議を開きながらモニタリング自体は 

 出来ます。ただ、日中はほぼモニタリング会議や面談、事業所訪問、サービス利用の為の 

 見学や体験の同行、協議会の関係などデスクワークを行う時間が取れず作成が出来ない。 

 大体、夕方から書類作成を行う為、最低限計画をたてるために業務を進め、余裕があれば 

 モニタリング報告を作成するので報告を作成せずに終わってしまう事が多い。 

○面談はしたが報告書が期限内に提出出来なかった。 

（理由①サインが期限内にもらえなかった②作成する時間が無かった） 

◎兼務している業務が多忙であるため（8 人） 

（具体例一部抜粋） 

○兼務であり、日々の他業務に追われる。計画相談業務が後回しになっている。 

○兼務だと期限内に作成できないことがある。担当者のみへの聞き取りになってしまい、市 

 町村及び関係者を含めたサービスの提供や今後について考える機会が持ちにくい。 
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◎モニタリング月の集中（７人） 

（具体例一部抜粋） 

○モニタリングの月別人数が平均していないため、特定の月に集中してしまうことがあり、報 

告書作成が遅れてしまうことがあった。 

○2 月 3 月に集中しているため。 

○特定の月にモニタリングが多数重なり、翌月に持ち越した。 

○更新の方が重なりモニタリングを翌月へずらした。 

◎モニタリング月の見落とし（４人） 

◎その他（６人） 

○日々の関わりがモニタリングだと思っているので集まる場は設定するが、モニタリングとし 

て時間はもうけていない。日々の関わりの中で課題等が見えてくるはず。モニタリングとし 

て時間を設け、課題を聞く意味が分からない。 

○サービス利用がない。状態に変化がなく、サービスの変更を希望しない。 

 

問９ モニタリング頻度のことで市町村などから指導を受けたことがありますか。 

【結果９ モニタリング頻度についての市町村からの指導の内容】 

 モニタリングの頻度について市町村から指導を受けた内容としては、「モニタリングを増やすよう

指摘」と「モニタリングを減らすよう指摘」されるケースの両者が見られる。 

 

[表９ モニタリング頻度についての市町村からの指導内容] 

モニタリング頻度について市町村から指導を受けたことがある（回答人数 29 名） 

◎モニタリング頻度を増やすよう指摘 

○モニタリング期間についてもう少し短めにと指導されました。（3 人） 

○状態が落ち着かない方で対応が必要な方のモニタリング期間を短くした方がよいのでは、と 

いう指導があった。 

○設定予定よりももっと頻回にするように言われた。 

○体調が心配なので、3 ヵ月おきの方を 2 ヶ月おきにしてと提案を頂きました。そしてまた、 

 3 ヵ月に戻す時にも市から提案を頂きました。 

○予定では半年間ごとのモニタリングにした方について、一年一人暮らしできたが、以前は他 

 害行為などもあった方について、3 ヶ月ごとのモニタリングに変更、との指摘を受けた。 

○今年度の４月から相談支援事業を開始し、同時に新規の利用者と他法人から引き継いだケー 

スを複数持つことになったため、きめ細かなモニタリングや再アセスメントの重要性につい 

てご指導をいただいた。（ケアマネジメント連絡会参加時） 

◎モニタリング頻度を減らすよう指摘 

○モニタリングの頻度が多い方について必要性を問われた。 

○１ヶ月の計画で提出したら、相談無く３ヶ月で支給決定がされていた。理由を聞くと、３ヶ 

 月で大丈夫だと思ったとの事。 

○モニタリングの頻度３ヶ月に１度でしたが、動きがなければ６ヶ月毎でも良いと言われた。 

○以前、モニタリング回数が多い（毎月）のケースがあった。サービスの安定した利用が出来 

 ているので、モニタリングを適正な回数に設定して欲しいとの依頼があった。 

○在宅で身体介護が必要な方のモニタリングについて、更新時に 3 ヶ月毎に変更と提案したと 

 ころ、居宅介護サービスが変わらず入っているため 6 ヶ月毎のまま継続と指導を受けた。 

○施設入所の方のモニタリングを６ヶ月としたが、１年に１回で良いと言われた。 
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○入所の方のモニタリングは、1 年に一度にしてほしい、と行政から言われたことがある。 

○入所利用者の計画相談を担当しているが、入所なので期間は 1 年で良いと指導を受けた。 

○将来の準備や保護者からの親亡き後問題の相談など、丁寧に関わる必要性を説明しても、行 

 政側は「利用者が落ち着いているから、モニタリングは 6 か月ごとに設定するように。」と 

 指導されることが多い。市はそもそもきめ細かなモニタリングに否定的である。 

○予算もあるからそんな短い頻度でやらないでほしいと、かなりナンセンスな指摘を受けた。 

◎その他 

○事業所のサービス提供回数が月２～３回のみ利用の方のモニタリングの頻度は考慮してよい 

 と言われた。 

○当該地域全体の傾向として、モニタリングの回数が最低限程度で済まされていることについ 

て、状況の変化があればそれに応じて実施するようにと言われた。 

○特にありません。支援会議で協議の上、ご本人の了承を得て決めています。 

○毎月のモニタリングは、よほどのことがなければ行なうべきではないので、設定する際は必 

 ず会議などを行い、市町村が許可をしたときのみにしてほしい。 

○毎月モニタは最初からではなく、３ケ月目のモニなどで必要と思ったところで市に相談の上 

 で毎月に替えていくようにと言われた。 

○モニタリングを半年に１回は行って記録をとり、その記録を対象者だけではなく他の方も確 

 認して情報共有を行うこと。 

○一緒にモニタリングの時期を検討している。 

○予定したモニタリングを行うようになど。（2 人） 

 

問 10 モニタリング頻度以外の件で市町村から指導を受けたことはありますか。 

【結果 10 モニタリング頻度以外での市町村からの指導内容】 

 モニタリング頻度以外で市町村から指導のあった内容としては、報酬請求に関すること、モニタ

モニタリングの質に係わる内容が多い。 

[表 10 モニタリング頻度以外での市町村からの指導内容] 

モニタリング頻度以外のことで市町村から指導を受けたことがある 

（回答人数 19 名） 

○指導ではないが、モニタリング作成月ではない。とのことで請求を上げられなかった。 

○サービス等変更があった場合に変更に至った経緯について詳しく記入するように。 

○モニタリングの実施場所。モニタリング月の整合性。 

○モニタリングの内容に関して利用者保護者から見直しの連絡があり、行政に指導を受けた。 

○家庭の事情でなかなか家にいられない母親へのモニタリングと確認のサインは会えた時で大   

丈夫と負担の軽減をしてくれました。 

○家庭の都合でモニタリングが延期になり、ようやく設定ができた日が更新時期の 2 か月前で 

あった。更新時期を考えて調整してほしいと言われた。 

○各サービス等利用計画において設定しているモニタリング頻度とは別に、利用者の状況や要 

望に応じて随時モニタリングの機会を設け、計画の見直しを図っていくことが望ましいとご指

導をいただいた。（ケアマネジメント連絡会参加時） 

○近隣の方からの情報にのっとって対応をする際に、以前の事を市の担当に聞きました。同時 

に、こちらの対応について相談をしました。対応後、こちらから近隣の方への対応につい 

て、個人情報も含まれることから、市に相談し、こちらからはあえて報告をしない事・何かあ

ったら市で対応をして頂くようにお願いしました。 

○計画変更時、新計画のみ提出した際に、根拠となるモニタリングの提出が必要と指導があっ 

た。 

○更新時期の最終モニタリング分の支援給付のミス請求指摘を受け後日過誤修正。 
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１２ヶ月に一度のモニタリングをしているかどうか

○支援会議終盤、対象利用者とモニタリング期間についてどれくらいの間隔での聞き取りが良い

のかを話していたら、市の担当者から「そんなに簡単に決められるものじゃない、その報酬は

市税から賄われているのですから しっかりと必要期間でモニタリングを行なうようにして下

さいね」と怒られた。 

○支援目標の内容が分かり辛く、簡潔になるように指導された。必要事項が抜けた。 

○実地指導に来ていただいたことがあります。 

○週間計画を一緒に出すよう指導された事がある。 

○前年度のモニタリングを提出していない。 

○利用者が入院した際に、予定にモニタリング時期以外に提出を求められた。 

○療育施設から園へ入園した際、対象となるサービスがなくなることが多く、小学校入学時再 

検討等の児について福祉サービスが途切れてよいのかと指摘を受けた。 

 

問 11 12 ヶ月に一度の頻度でモニタリングを行っているケースはありますか。 

【結果 11 年に 1 度のモニタリングの実施】 

 回答者のうちの約 4 割が 12 ヶ月に 1 度のモニタリングを行っている。（12 ヶ月に 1 度の頻度

とした理由については問 4-1 の結果を参照。） 

 

[表 10 モニタリング頻度以外での市町村からの指導内容] 

 

 

 

 

 

 

問 12 モニタリングに関して困っていることを自由に記載してください。 

【結果 12 相談支援専門員がモニタリング等の計画相談支援を行ううえで課題と感じること】 

[表 12 モニタリングに関して困っていること] 

モニタリングに関して、現在困っていることを自由に記載（回答人数 ９７名） 

○前回モニタリングから、状況が全く変化していない方のモニタリグ記載に困ります。個別支 

 援計画レベルでの進捗はあっても、相談支援としての進捗ではない場合など。それはそれで 

 記載事項として適切である。という事であれば、相談支援専門員１人当たりの受け持ち上限 

 がないと、資格要件が相談の質の担保にならないと思います。 

○事業所としてはモニタリング頻度を上げて収入としたい気持ちはありますが、特段の変化の     

 ない方に対してまで年齢等で一律にモニタリング回数を決めることは、過剰にサービスを張 

 り付けているような気持になります。 

○とにかく忙しい。単価が安い。 

○モニタリング報告書の記載について自由記入になっているのでどのような内容の報告を書く  

 ことが妥当であるのかわからない。 

○市町村ごとに求めてくる内容が違う為、その都度市町村ごとに合わせる事が必要。 

○モニタリング頻度を決めるにあたっての基準がわからない。 

○施設入所をしている方のモニタリングについて一定の時期に偏っている為、集中して実施を 

 しなくてはいけない。 
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○行政側と本人、事業所、家族等複数の関係者と一同に会する機会の調整の困難さ。 

○会議開催が困難な場合、連絡をとって聞き取り等を行うが、電話では意思の疎通や状況を伝 

 える場合の互いの認識のズレが表面化しないため、精査するまでに至らない。 

○移動時間、手段等に比して報酬が低く、本来なら専任が行うに値する業務であるが、兼任せ 

 ざるを得ない。 

○重度の身体障害または脳血管障害等の後遺症で寝たきりの場合において、入所施設を利用さ 

れている場合、施設内の個別支援ゆえのモニタリングとさほど変わらず、意義にする意識の 

低さを感じる。 

○モニタリングで聞き取りを行っても、周囲の資源又は事業者のマンパワーが不足していれば 

 計画変更に反映されないことへのむなしさを利用者も含め感じている。 

○行政担当者が計画やモニタリングの必要性や、内容を理解できていないように感じる。 

○日程の調整 

○利用者にお茶気遣いをしていただくことが心苦しい。 

○1 回/３ヶ月や 1 回/6 ヶ月の間にトラブル等があり、利用者の面談にとても時間がかかった 

場合でも何の報酬も得られない。 

○サービス事業所からの個別支援計画が届かない。 

○モニタリングのない月でも、面談等支援が必要な方がいるが、収入にならない。 

○モニタリングの時期が入園、卒園に合わせるために日程調整が難しい 

○時間がないので丁寧なモニタリングが出来ない。 

○利用できるサービス機関が少ないので、サービスの範囲がいつも固定しており、広がりがな 

いので心苦しく感じている。 

○初回～2，3 回程度だと、基本情報の中身を埋めるのが難しい。ある程度話をして、関係性 

が良くなるまで時間をかける必要あり。 

○本人だけでなく家族の意見も聞き取ると、モニタリング時間が長くなってしまう。 

○兼務のため、相談支援の他にも仕事をしているので、時間外の仕事が増えてしまう。 

○3，6，9，12 月を魔のローテーション月と呼ぶくらい、利用者のモニタリングが重なる。 

○時間をかけたくてもできないのが切ない。 

○すごく頑張ってまとめても周りの職員に認めてもらえず。兼務だからしかたないと思うが。 

○モニタリングを行っても報告を作成する余裕がなく、ご本人や事業所に報告を渡す事が出来 

ていない。相談事業所の収入にも響く。担当している件数が多いのがいけないのだが、減ら 

しようもなく、丁寧にモニタリングを行いたいがなかなか内容を良くしていく事が難しい。 

○会議中心のモニタリングだと、その事業所に訪問することが少ないと普段の様子があまり見 

 えてこない。普段からサービスの利用について確認を行っていれば良いのだが。困っている 

 と言うより、反省と自分の課題。 

○在宅の方と入所の方を半分半分くらいで件数として持っているが、在宅の方だと関係者も多 

 く会議も決めてあるので自然と進んでいくが、入所の方はおざなりになりがち。件数が多く 

 て、入所の方に対しても丁寧にモニタリングを行う事が出来ていない。 

○聴覚障害の方が 3 人、難聴の方が 2 人いるので時間がかかります。 

 特に聴覚障害の方たちには手話での会話となるので、1.5 時間くらいはかかります。 

○就労されている方たちは夕方から夜の時間帯になります。日程の調整も大変です。 

○本人へのモニタリングは利用している事業所や学校などでもできますが、家庭での様子を聞 

 くために家族との日程調整をしたくても家族の都合がつかず訪問できずモニタリングを 

 することが困難です。また、児童や就労してすぐのケースではサービスが利用できさえすれ 

ば良いと思っている様子がみられ、計画相談の訪問や定期的な会議を煩わしく感じる家もある

ためその説明や説得に難しさを感じています。 

○母親が仕事をしている家が多くあり、モニタリングが 18 時以降や休日になってしまい負  

担感を感じてしまいます。 
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○相談支援が利用者と関わることや事業所との調整を優先すると、事務処理が遅れてしまい、 

 結果として収入に結び付けられない。そして人が配置できないという悪循環。 

○モニタリングの終期月が色々な理由で行政とずれが生じる。（区分の終了、ミス、見解の違 

 いなど） 

○頻回にした方が本人との関係性ができ、変化が少なくやりやすいと思われるが、今の期間に 

 対する自由度がありすぎる状況では担当者の見解などで左右される幅が大きすぎる。 

○中立性という意味では法人内の相談より、法人外の相談を増やしていきたいが、限界を超え 

 てしまった状況で地域の相談員同士の中で、逆の動きになっている。例えば法人外でやって 

 いたケースをその法人の相談事業所へ依頼するなど。 

○ずっと片付かない仕事を抱えているという状態が相談員のメンタルヘルス上よろしくなく、 

 今がんばっている人たちがこの先も続けられるのか不安である。 

○本当はモニタリング頻度を増やし、きめ細やかなものにしていきたい。相談支援の質の確保 

や実際に係る時間などを考えると、専任の職員で行っていくことが必要だと感じている。 

○利用できるサービス機関が少ないので、サービスの範囲がいつも固定しており、広がりがな 

 いので心苦しく感じている。 

○聞き取れても時間がなく中々書類に起こせない→請求できない→事業所収入にならない。 

○本人モニタリング→各事業所よりモニタリング→書類作成→署名のため訪問。この署名のた 

 めの訪問が次回会う時（数か月先）になってしまうこともある。 

○モニタリングやアセスメントは訪問面接が基本だが、それ以外に電話での相談件数が多く、  

 電話での応対や支援関係者への連絡調整などを行い解決される場合もある。電話での相談業 

 務が多いとの現場の現状を知って頂き、何らかの報酬（加算など）に結び付けて頂きたい。 

○書類提出＝事業所収入が現在の制度であるが、そればかりを意識してしまうと丁寧な相談業 

 務ができない。 

○新規の方で利用開始後当初３カ月は毎月モニタリング（支援会議）となっているが、ご本人 

 の負担や専門員の業務量を考えると現実的ではない。 

○介護保険のような、毎月の利用状況の把握、確認（モニタリングが必要と思う。） 

○計画相談に於いてモニタリングは頻回の電話相談、訪問、来所等の支援の中で毎日行ってい 

 るということが出来ると思うが、報酬として反映する仕組みが無い。 

○基本相談として関係づくりから調整等々の支援の結果サービスにつながらない場合も多い 

 が、これも報酬として反映する仕組みが無い。 

○サービスにつながった当初の支援はきめ細かな訪問等フォローや調整が必要となる。初期加 

 算が必要と思う。又区分に応じた加算も必要と思う。 

○12 カ月でも頻度が多すぎるのに、ましてや６ヶ月、3 ヵ月では作成の時間が取れない。担当

利用者も 6 か月 3 ヵ月では変化が見られない事が多い。 

○2 月 3 月に集中している。 

○65 歳以上の高齢の利用者のモニタリングを今後どう進めれば良いか迷う事があります。 

○ケア会議において、本人、関係者からの聞き取った内容をモニタリングに記載するが、相談 

 員が課題や留意点について記載した内容に納得していただけないことや、保護者の意向が強  

く要求されてしまうことがある。 

○ご本人の意図を正確にくみ取ることができているのか、聴き取りや生活のご様子などていね 

 いに見ているつもりだが実際に時間的にも余裕がなく、ニーズをつかめているのか、目標の 

 達成度を正しく見極められているのか不安に思うことが多い。 

○ご利用者様とはお会いする調整ができますが、サービス提供事業者からの支援状況報告をい 

 ただくのに時間がかかることでモニタリング報告作成できず延滞することがあります。 

○サービス等利用計画にモニタリング時期を入れるも、家族との予定が合わずに日程がずれて 

 しまう。本人が強く希望すれば、どう考えても破綻していても、サービスを中止しなければ 

 ならない事。また、サービス等利用計画を通す事で、より本人と事業所の線引きが明確にな 

 り、切り捨てるような感覚を感じる事もあった。 
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○タイムリーに報告書が作成できない。 

○事業所に様子を聞いても「特に変わりありません」と回答される。 

○モニタリングと言えど、関係者、及び本人の聞き取りに時間がかかったり、相手の都合に合 

 わせて時間外に動くことがほとんど。 

○モニタリングにだけでなく計画も含め。書式全てを埋め尽くすのは本人の趣旨から外れる（埋

めていないと市職員からやな顔をされる）。アセスメントで 2 日常生活について（清 

 潔の保持・・・・）とありますが、障がい者はそんなに汚いのでしょうか？？？。計画に 1 

 週間の時間予定表を提出しなければならないのですが、このアンケート用紙を書かれた方は 

 夜更かしをしないのでしょうか？友人と夜長電話をしないでしょうか？？なぜ障がい者だけ 

 が予定を組まされるのでしょうか！！！ 

○ぼんやりと思っている・ゆくゆくは働きたいと言葉に出すと、では働くためにはここから準 

 備しましょう・ああしてこうして・・でないと働くことは難しいですよ。ハイ長期目標、短 

 期目標、達成時期。以前働いていた時繰り返されたいきづまり、なぜ続かなかったかご本人 

 自身が解っていない事も多々。そこの処を抜きに又生きていく意味って何だろうなど考える 

 余裕もなく鼻先に計画をぶら下げられて走らさられる。人間一人の人生をなんと思っている 

 か。こう言われる方は私の周りに随分います。 

○本人の意思決定。十分にコミュニケーションが取れない利用者の思いの汲み取りと、本人の 

 意思に合わせたサービス提供の難しさ。 

○モニタリングの重要性は認識しているが、サービスの更新に必須となるプランを優先してい 

 る。最終モニタリングも支援費の支給をしてほしい。 

○モニタリング月以外での、利用者の調整は多いが報酬に結び付かない。                                                                                                                                         

○モニタリング実施後、報告書作成し確認のサインを頂くので、最低２回の訪問となる。 

○モニタリングを行なうことができても、シートをまとめる時間がない。 

 まとめたものを確認してもらいサインしてもらう日程を期日（翌月１０日）までにもらうこ 

 とが難しい。結局、そこでつかまってしまい時間がかかることもある。 

○各事業所に様子を見に行く時間を作ることが毎回難しい時があるので、事業所は電話ですま 

 せてしまうこともある。 

○モニタリング会議の開催をもってモニタリングの実施としているが、個別に面談＋事業所か 

 らの聴き取りなどについてはモニタリングとしてあげていないケースもある。また、月複数 

 回面談が必要な方もおり、モニタリングの実施以外に個別面談(基本相談)のボリュームが多 

 い方も少なくない。 

○計画相談終了者の内、就労等次のサービス利用が決まらず数ヶ月断続的に面談等を行う方、 

 初期の基本相談で、サービスにつながらず対応しているケースも少なくない。 

○モニタリング月ではない時に、直接支援等で対応することがある（通院や入院、安否確認等）、

対応した時や必要時のモニタリングができず、逆に何もない時にモニタリングを行わなければ

いけないこと。変更や対応がある時にはモニタリングができる柔軟な支給決定の仕組みがある

と良い。 

○モニタリング票作成後、利用者同意署名に手間を感じている。 

○モニタリング頻度の考え方が市町村によって違う。 

○モニタリング報告書の様式への記入が難しい。 

 少なくとも、達成度は、数字に〇をするような形になれば、記入は楽になると思われる。 

○モニ時期でない時にもタイミングで支援会議や面談の必要等でることも多い。また普段から 

 毎月サービスの調整をしているケースがある。 

○支援会議や面談の調整も大変。動くことが多く、事務をする時間が少ない。 

○一年以上モニタリングを行えていないケースが数名あります。 

○遠方の病院などの、アセスメント・モニタリングは、実施時間は１時間程度でも、移動を考 

 えると概ね半日（４時間）、家族の意向確認などを入れると、日曜日に動くことになる。 

○各事業所からの報告を書面等でわかりやすく伝えてもらえるといいと思う 
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○各事業所へ聞き取りのため訪問へ行くと、モニタリングの人以外にひきとめられ時間がか 

 かってしまう。 

○移動に時間がかかる。 

○年に 1～2 回しか会わない方の情報を把握しきれない。 

○基幹センターであることから、行動障害が見られたり、家族全体の支援が必要だったりと困 

 難ケースが多い。関わっている支援機関が多いのだが、毎月モニタリングとなると各関係機 

 関への聞き取りが不十分なままモニタリング報告書を提出することになってしまう。 

○基本相談が多く、モニタリングができていないケースがある。 

○気分で予定をキャンセルされる方の会議調整が大変で困っています。また、本来の 

 参加者(事業所、行政、関係者）の参加を嫌がる利用者がおり、会議ができず書面上での報 

 告となってしまうことになり、これでよいのかと思ってしまうことがあり不安。 

○居客訪問を拒否されることがある。 

○計画相談の報酬を上げてほしい。計画相談単独での報酬のみで経営を存続していくことは難  

 しい。基本報酬の引き上げのみでなく、加算報酬についても検討をしていただきたい。 

○兼務で行なっているので、丁寧さを心掛けたいものの、期日に間に合うように優先させてしま

っている。 

○兼務の為、他の職員の理解が必要。本来ならば居住しているところでやるべきだが、日程や 

 参加者の都合で利用事業所でのモニタリング開催となることがある。 

○兼務業務のため計画通りにモニタリングを行えていないケースが数名あり、その後の調整を 

 置き去りにしてしまう。 

○サービス等利用計画作成に関わる業務以外での課題行動や・時々の相談、直接のやり取りも 

 あるも請求に繋がらない範囲の業務・時間が多い。 

○原則月一回だけではきめ細やかなモニタリングは困難と感じる。また、モニタリング月以外 

 でも本人の状況によっては訪問することもある為、毎月の定額報酬にしていただけた方が動 

 きやすいと感じる。 

○現在１人で相談支援事業に携わっており、経験も１年に満たない中で、モニタリングの頻度 

 や時期の設定、市への提出文書の質等について、身近で相談できる方に乏しい状態にありま 

 す。市や支援センターで定期的に開催される連絡会や研修会は、上記の困り感を他の相談支 

 援専門員の方々と共有できるほぼ唯一の機会であるため、大変ありがたみを感じています。 

○現場との兼務なので、勤務時間内で終わらせることは難しい。 

○更新の件数が多い月などは特に、モニタリングにまで手が回らない。従事する相談支援専門 

 員の増員もしくは件数を減らさないと、計画通りで丁寧なモニタリング実施は困難です。 

○仕方のないことですが、事業所や保護者との日程調整がむずかしく、どうしても遅れ遅れに 

 なってしまいます。 

○市町村担当者がご利用者様との関係性構築や意思疎通がつかみにくいときに、相談支援専門 

 員につながっていてほしいという理由でモニタリング頻度を増やしてほしいという要望は多 

 い。モニタリング頻度を増やす客観的な根拠が乏しいと感じることもある。 

○支援チームの一員として統一した目標のもと、質の高いを支援していきたいと努力していま 

 すが、利用者さんご本人からの聞き取り、事業所さんとの連絡調整などたくさんの業務があ 

 り、複数の方の生活上の課題に同時に取り組んでいる状況が 1 年中続きます。生活上の大き 

 な変化がある方が重なるときなどは特に臨時の対応や会議が重なり、同月のモニタリングの 

 方の聞き取りやサービス提供状況の確認が不十分になっていると感じます。 

○支援の進捗の上で、3 ヶ月に 1 度のモニタリングの有効性を強く感じているが、いつもとに 

かく時間が足りない…。 

○施設入所支援を利用されている方で、保護者が遠方のためやり取りが電話や手紙になってい 

 るケースがある。 
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○事業所へ様子伺う電話問い合わせは日中取りやすいが、家庭の様子など本人、保護者などへ 

 電話連絡がなかなか取れず、もしくは夕方遅くや夜に連絡が必要。遠方の事業所への訪問が 

 なかなかできずにいる。モニタして作成して本人へ確認サインもらいに訪問ができず提出で 

 きずにいる。安定、順調な利用のケースなど何聞いても変わりないと言われ、変化も望んで 

 ない場合など報告書の作成に少し困る。事業所や自宅に訪問（電話）し様子伺い、モニタ報 

 告書作成し、本人に確認サインいただきに訪問し、コピーを取り、提出に福祉課へ、と行っ 

 たり来たりに手間がかかる。 

○児童に関して、保護者が本当のことを言わない、本人を理解しきれていないというケースで 

は、本当の困り感が見えてこない。 

○児童に対しては、本人がどう思っているのか？ どうしたいのか？ が親中心になってしま 

う。 

○児童の場合、学校の行事、参観、懇談会等があり、日程調整が困難である。 

○同じ利用者さんの調子が優れない時や何かあった時に、同じ月に何度も会うことがある。 

○特定の月に集中している。月ごとに変動がある。 

○時間的なことや事業者からの聞き取りでご本人に伝えしにくい事があり、モニタリングを 

 行って再度報告書の確認をして頂くことが困難なケースがある。 

○時期が 3 月と 6 月に集中して困る。基本的に、区分の期間が切れるときと、利用する事業が 

変更になったときにモニタリングを行い、サービス利用計画を作成するということでよいの 

ではないかと感じている。自治体によっては、3 月に作成して、更に 6 月に作成する場合も

あって、無駄ではないかと思う。一律にというのではなく、必要な人に必要なときに行うよう

制度化できないものか？ 

○質の高い相談支援を提供したいと願っているが、兼務での実施は難しいのではないかと感じ 

 ている。面談や生活の様子を見せていただく、関係機関との調整、ケア会議の招集、会議の 

 実施など時間もかかる。記録やモニタリング報告書の作成は勤務時間ではできない。 

○実際のところ、ほぼ毎月で連絡を取り合っているため関係性自体に問題はない。強いて挙げ 

 るとすると、施設入所者のため 事業所との距離が離れており伺う事が大変。 

○就労支援の利用者での聞き取りが事業所になりやすいので本人の移行がしっかり反映されに 

 くい。できるだけ事業所でないところでの聞き取りをしているが虐待の可能性も含めて事業 

 所で隠ぺいがされやすい。 

○障害分野の相談業務は範囲の区切りもなく多種多様であること、また、困難ケースとなれば 

 相当な時間が割かれることからも、一人が受け持てるケース数に限りがある。しかしなが 

ら、報酬単価が低く、収入として見込めない現状があるため、相談員数を増やしていくこと  

 は困難。そのため、人材育成にも繋がっていかない。 

○人員不足のため定期的に行えない。 

○全体に頻度が少ないと思う。せめて変わらない方でも 2 月に 1 回は必要、生活の細かな部分

が変わってくる。相談事業所としても経営的に楽になる事。 

○相談支援は経営的に厳しい。 

○相談事業をやっていると、このようなアンケートに答えなくてはならず、本業に支障が出 

 る。職員の担当ケースが多くて処理しきれない。モニタリング先の事業所も人手不足で担当 

 者が不在の時間が多くなり電話でモニタリングの日程調整をするのでさえ難しくなってき 

 た。専門性や実務経験が問われる業務内容だが報酬単価が安く専門性を評価してもらえてい 

 ないと感じる。モニタリグを行う相談事業所には報酬が入るがモニタリングをされる事業所 

 は時間や人手を割かれるのに無報酬なので、される側に回ると簡単に済ませてもらいたいと 

 感じてしまう。 

○担当人数や回数が少なくまた経験が少ないので、モニタリング（報告書）の書き方が悩む。 

○丁寧にモニタリングを行いたいが、時間が足りない。ほぼ全て時間外で行わざるを得ない状 

 況。モニタリングの頻度を増やして、その業務量に対応できる状況にない。 

○通所出来ない方の面会約束が出来ず、電話で今後の利用確認しても返答いただけなかった。 
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○日程調整、移動の時間を合計するとかなりの時間がかかる。 

○モニタリング書式の記入欄が多く書類作成に時間がかかる。 

○本人から署名をいただくために再度訪問等しなければならない。 

○計画作成前の再アセスメント時にモニタリング書式も作成することとなるが、書類作成しても

報酬に結びつかない（計画作成費のみの報酬となっている）。 

○本来はもっときちんとやらないと思いますが、時間が取れません…。利用者さんに申し訳無 

いです。 

○利用サービス種類が多いと事業所への聞き取りが大変であり、まとめるのも苦労がある。 

○利用者にとっての将来の夢がなかなか現実にならないのでとてもギャップを感じている。 

○訪問に伺うための移動時間がかかる。各事業所に聞き取りにを行うため、時間がかかる。 

○連絡しても会えず、数回訪問しなければならない事がある。モニタリング月以外でも対応す 

 ることがある。 

○年末にモニタリングが集中する。 

○半年毎モニタリングのケースで、イレギュラーに生活に変化があった際に、均等にモニタリ 

 ング設定ができないことがあり、そのことに柔軟な行政担当者とそうでない場合がある。 

○利用者のサインが必要であるため、実際には関係者で共有する必要がある情報であっても、 

 利用者の意向で削除を求められルことがあり、二重な書類作成が必要なケースがある。 

○モニタリング頻度が利用者の状況により、予想できないため、計画相談の支援は経営という 

 観点からは成り立たない。ボランティアに近い。反面、行政や基幹センターからは、生涯に 

 わたる手厚い保護者的支援を期待される。（緊急連絡先として求められ、地域移行や、 

 定着支援の担い手として期待されてしまう。） 

○必要なサービス、サービス以外の利用に関して利用条件が限定的であったり、他機関や行政 

 事業の役割や内容、しくみがわかりにくいこと。 

○聞き取りだけならできるが、その後報告書作成、本人同意欄へのサイン、市町村へ送付。と 

 ても追いつかないのが現状です。モニタリングだけやっているわけではないし、体験や見学 

 の同行をしたりと、それに関しての報酬はない。計画書作成、モニタリング報告書のみの報 

 酬ではとてもやっていけないと思います。良い方向へ進むことを願います。 

○本人がサービスを拒否し計画作成が必要なくなった場合には、相談も中断してしまうが、そ 

 の後の関わりについて誰が関わりを持ってもらえるのか、そのままになってしまっている現 

 状もあり、今まで関わっていた者としてはどこまで関わって良いのか不明なところがある。 

 

Ⅲ調査結果（市町村アンケート結果） 

問１モニタリング頻度の基準はありますか。 

【結果１ 市町村のモニタリング頻度の基準】 

 モニタリング頻度の基準について「ある」と答えた市町村の担当者は厚生労働省で示された標準

を参考にしながら、個々のケースに応じて、また本人、相談支援専門員、関係者等と相談し設定を

行っていることが多い。市町村でモニタリング頻度の目安としている例については[表２]のとおり。

また、「ない」と答えた市町村担当者も個々のケースに応じてモニタリング期間を設定しているとの

回答があった。 

[表１ モニタリング頻度の基準の有無] 

モニタリング頻度の基準 市町村担当者数（人） 

ある 60 

ない 34 



21 
 

 

[表 2 モニタリング頻度の基準の参考としている事項] 

基準の参考 

○「介護給付に係る支給決定事務等について」（事務処理要綱） 

○「平成 27 年度市町村セミナー」資料（厚生労働省障害保健福祉部地域生活支援推進室） 

○「相談支援に係る Q＆A」（厚生労働省） 

その他の目安（具体例の抜粋） 

◎頻回なモニタリング兼支援会議の必要があると思われるケース 

＜障がい児＞○保護者の不安軽減・解消を図る必要のある場合。 

○障がい児本人の状態により状況の共有や検討が必要な場合。 

○障がいの診断前、直後の状態。 

○家庭全体に支援が必要なケース。 

＜障がい者＞○障がい者本人の状態により状況の共有や検討が必要な場合。 

○介護保険へ移行するため情報の共有が必要な場合。 

○家庭全体に支援の必要がある場合。 

○環境の変化のため、集中的に支援が必要な場合。 

◎毎月 

○単身等で自身の連絡調整が困難な者。 

○入退院を繰り返す者。 

◎6 ヶ月 

○在宅生活をしている者。 

◎その他 

○新規の場合 3 か月は毎月、その後は毎月、3 ヶ月毎、半年ごと等状況に応じて。 

○区分やその方の状況、サービスの利用頻度・種類、変更等の調整の必要性も加味し、関係者・

本人でモニタリング頻度を決定。 

○障害児は 3～4 ヶ月毎又は長期休暇前を基本とする。 

 

問２モニタリング頻度の件で相談支援事業所に指導をしたことがありますか？ 

「はい」と返答された方へ、どのような指導を行いましたか？ 

【結果２ モニタリングの頻度に関する市町村の指導について】 

 「モニタリングの頻度について指導したことがある」と回答した市町村担当者は約 3 割となる。

指導・助言の内容としては、生活が安定している方へのモニタリング頻度を少なくする内容の指導

と、心身や生活状況の変化によりモニタリング頻度を増やすよう指導するものに分かれる傾向がみ

られる。 

 

[表 2-1 モニタリング頻度の指導の有無] 

モニタリング頻度について 

指導したことがある 
市町村担当者数（人） 

はい 26 

いいえ 68 
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[表 2-1 モニタリング頻度に関する指導の内容] 

頻度についての指導 

○モニタリング期間の短縮や延長。 

○頻度に関する必要性の確認と期間の変更。 

○支援会議の中で、「状況が落ち着くまで、頻度をもう少し多くしたほうが良いのではないか」

と提案、又はここまでの頻度が必要な理由を確認する等しているが、指導はしていない。 

頻度を少なくするよう指導 

○サービスの更新の方に対して当初３カ月は毎月のモニタリング期間となっていたので、大き

な変化がなければ当初３カ月は毎月を外していただいた等モニタリング頻度を変えていただ

いたことはあります。 

○大きな課題なく落ち着いている方はモニタリング頻度を 3 ヶ月から 6 ヶ月に変更を指導。 

○状態の変化が見られないと判断でき、必要性が薄いと思われるケースについて期間をあけて

経過をみるように伝えた。 

○モニタリングを頻回に設定していたが、その必要性を確認して適切な回数に減らした。 

○必要性が高くないにもかかわらず、頻度が多かったので、必要性に応じた頻度とするよう依

頼しました。 

○頻回なモニタリングを希望した事業所への、期間や頻度見直しの指導（対象者状態変化なく、

サービス内容も変化なし） 

頻度を多くするよう指導 

○精神的な波が大きく、入院の心配等もあり、相談支援の関わりが重要と思われるケースにつ

いて、毎月モニタリングのお願い。 

○毎月モニタリングのケースのうち、後に地域定着支援の決定となった方もいます。 

○家庭や本人にトラブルがあった際は、毎月のモニタリング等をお願いした。 

○モニタリング期間を短く設定してはどうかと提案しました。 

○利用者にあわせ頻度を増やすように提案。 

○頻回なモニタリング期間の設定が必要な場合についての説明 

○頻回なモニタリングが必要な状況になった時、モニタリングの頻度を増やすよう指導をした。 

○1 年間全くモニタリングがないケースがあり、支給会議を開いていただくように指導。 

○対象者の状態変化あり、サービス利用状況の確認が必要と判断し、モニタリングの頻回な提

出を促した。 

○モニタリング期間の変更（在宅の障害福祉サービス利用者のモニタリング期間が 1 年となっ

ていた） 

○短期入所を利用していたが、施設の対応に対して家族に不満があることや、原因はわからな

いが本人が利用を渋るようになり、利用ができなくなった。家族に、短期入所はぜひ利用し

ていきたいとの意向があったため、当面の間モニタリングを毎月行い、本人の様子の確認と、

事業所との調整を行うように指導した。 

○サービス利用について変更がありそうな時や、方向性を検討している時はこまめに行うよう

に指導する。 

その他 

○サービス終期月にモニタリングできるようモニタリング時期をアドバイスした。 

○出し忘れによる請求で、6 か月に一度提出をしてほしい旨再度確認をしました。 

○指定したモニタリング実施月に実施できていない事業所がある。 

○相談支援専門員からの問い合わせに対し、頻度について市町村としての考え方を指導した。

相談支援専門員との連絡会において、頻度について町としての考え方を指導した。 

○支援会議等で直接口頭指導を行っています。 

○相談支援専門員への相談が体調によりできない場合、担当保健師が相談に乗り、モニタリン

グ期間を短くした。 
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問３モニタリング頻度の件以外のモニタリングに関することで相談支援事業所に指導をしたこと

はありますか？「はい」と返答された方へ、どのような指導を行いましたか？ 

【結果３ モニタリングに関する市町村の指導について】 

 「モニタリング頻度以外の件で指導したことがある」と回答した市町村担当者は、約３割となる。

指導の内容としては、モニタリング報告書の記載の内容・方法についての指導や提出期限に関する

内容が多かった。 

 

[表３-1 モニタリング頻度以外の件での指導の有無] 

モニタリング頻度以外の件

で指導したことがある 
市町村担当者数（人） 

はい 31 

いいえ 63 

 

[表３-2 モニタリング頻度以外の件での指導の内容] 

モニタリングの報告書の記載内容について 

○モニタリングに記載されている内容が簡潔すぎていて、状況が分かるようにもう少し詳細に

記載していただくよう依頼したことがあります。 

○ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ内容について、できた・できなかった等の簡単な内容だったため、どの支援が合わず、

今後どのような対応をしていくのかを記載いただくように依頼をしました。 

○モニタリング会議での内容と報告書とで齟齬があり、確認したことがある。 

○状況や今後の課題等について、より詳細な内容を求める事がある。 

○モニタリング（評価）になっていなかった場合、また評価からプラン（ＤＯ）につながらな

い場合。 

○モニタリングの際、体調に関して「体調は良いですか？」という質問だけで確認を終わらせ

ることがあるため、特に精神的に不安定な方には、「夜眠れているか」「食欲は落ちていな

いか」「イライラしたり、自分をひどく責めたりしたことが何度もあったか」など、具体的

に聞き出すようにお願いしたことがある。 

○モニタリングの内容が、サービス提供事業所目線で作成されている。（過剰なサービスを提

供している等） 

○モニタリング内容（同一施設で同時期に提出のあった複数のモニタリングにおいて「全体の

状況」欄の記載内容が全て同じだった。内容も利用しているサービス名等を書いてあるだけ。） 

○作成日やモニタリング報告書の不備（記載誤り、記載漏れ等） 

○支援会議等行わず、サービス支援事業所の聴き取り内容も簡素過ぎた内容だった為、具体的

な内容の記載をするか、支援会議を設定し、呼んでいただきたいとお願いをしました。 

○サービス更新月に提出された計画書が、前回とほぼ変わらない内容で利用支援の請求が来た

際に、モニタリング報告もつけていただくか、アセスメント票から見直しを図っていただく

ことをお願いしました。 

○内容について（毎回同じ報告書が上がってきた時。 評価内容について〈不備の指摘や詳細

確認、日付誤りや誤字・脱字の指摘。） 

○モニタリング内容を報告するシートに不明な点が多く、必要な情報、理由等を記述するよう

伝えた。 

○モニタリングをした内容についてサービス提供事業所との連携に課題があったため。 

モニタリングの提出について 

○期限内に提出がされない等が繰り返しある事業所に通知をした。 
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○提出期限について（提出時かを過ぎても提出がないとき。） 

○終了のモニタリングが出ていなかった。 

○モニタリングの提出がない場合や、支援会議の中で調整した時期と異なる時期で書類が提出

された場合に連絡をいれた。 

○モニタリング報告書の提出がない場合には、提出していただくように伝えている。 

○事業所が多忙なためプランの提出が遅れていることから計画相談の提出について催促の指導

を行いました。 

○モニタリング結果が提出されないまま給付費の請求があがってきたケースがあったため、提

出後に再請求をしていただくようお願いした。 

その他 

○モニタリング兼支援会議は必須ではなくケースによる。 

○相談支援への苦情・要望（会議を開いてくれない、支援員が忙しそうで話ができないので相

談員を変えてほしい）を伝え、改善していただくよう指導。もしくは別の事業所に変更。 

○関係機関が多く、行政の出席も必要と思われる方のモニタリング会議について、こちらの予

定を確認してもらえず、都合がつかずに出席できないことがあり、しっかり日程調整をしても

らうようお願いした。 

○期間について（ケースごとの考え方について。例えばサービス終期から起算する、導入当初

3 か月で一旦区切り見直す、など） 

○実施月について（提出が必要な月の指導。就労等によるサービス終期など。）  

○実施時の参集範囲に関すること 

○年度内に 65 歳に到達する利用者に対して、介護保険にスムーズに移行できるように、65 歳

到達前にモニタリングを行い、本人やサービス事業者、ケアマネージャーとの調整を図るよう

に指導した。 

○同月内にモニタリング実施後に利用計画を実施した際、両方請求が上がってきたため、利用

計画のみでの請求をお願いしました。 

○モニタリングに併せて行うケア会議を持つタイミング。 

○Ｈ２８年にモニタリング報告書の提出と請求のタイミングについて依頼した。 

 ①モニタリング報告書を提出してから、請求をする。→モニタリング報告書の提出が確認で

きない場合は返戻とさせていただきますのでご注意ください。 

 ②モニタリング報告書は、モニタリング実施月の翌々月の 16 日までに提出。 

 ③利用者等との調整がつかない等の理由から、予定月にモニタリングを実施できず、モニタ

リングを別の月に行う場合は、必ず事前に連絡。 

 

問４モニタリングの頻度に関して、現在困っていることを自由に記載してください。 

【結果４ 市町村からみたモニタリング頻度設定への課題】 

 市町村担当者の自由記載からは、モニタリングの頻度を設定する際の基準について、個々に応じ

たモニタリングの設定をする際の具体的な判断基準がなく、モニタリングの適正な設定ができてい

るか迷う場面があるという意見が寄せられている。また、モニタリングの頻度を定めても、予定通

りにモニタリングができない相談支援事業所の現状についての課題があげられている。 

 

[表４ モニタリングの頻度に関して困っていること] 

モニタリング頻度の基準について 

○明確にモニタリングの頻度が決められない人。特に精神障害をお持ちの方は季節によってもサ

ービスの利用や体調の変化に波があるため、モニタリング頻度について設定し辛い。 
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○事務方のほうで対応しています。よってモニタリング期間からはじまり、すべてのことが事業

所さんの意向で決めています。適性かどうかもわからないのが実情です。 

○頻度については、本人と計画相談員にお任せしている。 

○基本的には、実際に必要と考える相談支援専門員の頻度を尊重しているため、相談員によって

判断が違うことも当然だが、それでよいのかが悩み（例えば 3 か月と 6 ヶ月の違いを明確にす

る理由が見つけにくい）。 

○継続してサービス利用をしている方で状態が安定していても頻度高くモニタリング提出のある

事業所について、何を適正として指導するか判断に迷う。また具体的な指針があればよいと思

う。 

○本人が支援者の顔をみて話を聞く安心の場としての側面もあるため、開催せざるを得ないケー

スがあり、モニタリングの頻度が増えてしまうことがある。 

○どういうケースにどういう頻度でモニタリングを行うか事業所により判断がまちまちである。 

○回数が多いのではないかと思われる対象者がいるが、特に基準もないので、言われたまま設定

されたままで実施しているが、こんなにいるのかという疑問は残っている。 

○個々の状況に応じモニタリングの頻度を決めなければならないが、事業所により差があること。 

○事業所が多忙なためモニタリング期間が延長されていることにより利用者の状態の把握が以前

より困難になっている。 

○状況は安定しているが、本人が毎月のモニタリングを希望した場合の取扱についてご指導願い

ます。 

○毎月モニタリングしている利用者の地域定着支援の支給決定の判断。 

○サービスの追加であっても、集中モニタリング「３か月」を一律で、という希望が出ること。 

○地域生活支援事業（移動支援）の支給量の調整のみであるが、毎月モニタリングが必要だと主

張した事業所があった。本当に毎月必要なのか疑問。 

○サービス内容の変更に繋がる訪問はモニタリングの対象として追加を認めているが、随時に行

われた訪問の取り扱いについてどのように対応すべきか迷う時がある。  

○サービス内容に変更がなく、状態も変化がないのに、電話や訪問や面談が頻回な対象者のモニ

タリング期間の調整に苦慮している。 

設定した頻度でモニタリングを行うことが困難な状況であること・その他 

○モニタリング期間（頻度）を決めても、そのとおりにできないことが多い。 

○設定した頻度どおりに、相談支援事業所がモニタリングをしていない状況があります。 

○相談支援事業所によって提出にばらつきがある。モニタリングが出てこない事業所に指導まで

はできない。 

○12 カ月でなく、3 か月または 6 か月のモニタリングをお願いしても、行っていただけないケ

ースがある。 

○サービス支給内容の変更時の毎月モニタリングについて、支給内容に大幅に変更がある場合で

も、毎月行わなければならないか、と渋られることがあった。 

○モニタリングの実施月以外は無報酬であるため、相談支援専門員の士気が下がり、適切な支援

につながらない。 

 

問５ モニタリングに関して困っていることを自由に記載してください。 

【結果５ 市町村からみたモニタリングに関する課題（頻度以外）】 

 市町村からみたモニタリングに関する課題として、モニタリングの提出が遅れがちな相談支援事

業所があることや、本来のモニタリングの目的（評価や見直し、ニーズの変化はないか、利用サー

ビスが適正か、利用者との信頼関係構築等）が見失われがちな状況があること、事業所格差等があ

げられている。その背景として、相談支援専門員が不足や多忙があることがうかがえる。また市町

村担当者の会議に出席についても、参加に苦慮している状況がある。 
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[表５ モニタリングに関して困っていること] 

モニタリングの提出について 

○モニタリングの提出が遅れがちな事業所への対応。 

○モニタリング報告書の提出が遅れていること。 

○書式が独自なものがある。 

○報告書が決められた頻度で提出されない（遅れている）。 

○項目ごとの記載ではなく、全体的にまとめて記載されているものがあり、理解しくにい。また

内容についての記載や、文章自体が分かりにくいものがある。 

○現在モニタリング実施後、市町村への報告書の提出は義務付けされていないが、未提出の場合

に実施状況の把握が難しい。 

○モニタリングの提出に関して 

いつの間にか就労していて終了モニタリングが提出されない。 

モニタリングの期間が過ぎており、請求が上がってきているのに、連絡もなく未提出の事業所あ

り。催促すると「送る」との返事があるが、それから数週間経っても提出がないことがあった。 

○計画やモニタリングが半年以上未提出。 

モニタリングが数回分まとめて提出されたことがある。再契約時に 1 年分まとめて提出されたこ

ともあった。 

モニタリングの質について 

○者・児ともに、実務的な基準が必要と思う。指導まではいかないが、事業所から書類の出し方

や様式などの相談を受けることも多い。 

また、モニタリングを行った場合は速やかに請求を行ってほしい。一年遅れて請求されること

があり、モニタリング報告書や重複請求でないか確認しなければならなく、事務が煩雑になる。 

○計画相談について、全般的な説明が必要な時がある。（事業所の基本的な知識の欠如・・・職

員が必要書類や記入方法など全て段取りし、指導する場合もある。） 

○標準的なモニタリング期間の基準が、現実合っていない。 

○モニタリング報告書の内容確認、提出確認が十分にできていない。 

○サービス等利用計画の目標とモニタリング報告の目標が変わっている事業所がある。 

○必要に応じて会議を開き、情報共有をする事業所と、会議を全く開かず、情報共有ができてい

ない事業所と差がある。指導も行っているが、事業所の体質もあり改善が難しい。 

○相談支援専門員の仕事内容の差が大きい。しっかりとしたモニタリングもあれば、薄っぺらい

モニタリングもある。どちらも同額を支払っている。 

○内容が毎回同じ。また内容が濃いもの、薄いものがあり、事業所や担当者によって差が大きい。 

○相談支援専門員の相談支援件数の上限件数が決まっていないことから、適切な時期でのモニタ

リングが実施されていないと思われる事例があること。 

○計画相談事業所、サービス提供事業所が定員数の為、サービス待機者が出ている。 

それに伴い要支援者に対しては代替プランやセルフプランを出してもらっている状態。 

○モニタリングの内容が比較的いつも同じパターンで、利用事業所のサビ管との連携がとれてい

るのか疑問に思うこともある。 

○相談支援専門員の意識や資質に差があり、単に文字で埋める事だけでその目的や必要性を理解

しているとは言い難いものが見られる。 

○モニタリング期間３か月が多いが、ケース by ケースでもう少し伸ばしてもいいのではないか。

人材不足が明らかで基幹相談、区分認定調査の慢性的な遅れが解消されない。まだまだ新規の

計画相談も増えると予想されるなかで、検討を要すると思います。                                                                            

市町村職員の会議への出席について 

○モニタリングの為の支援会議に一度も呼んでもらえないケースがある。（他圏域） 

○ケースが多すぎてすべてのモニタリング会議に出ることができない。計画相談員からは出て欲

しいとの要望がある。 
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○担当ケースが重複してしまうこともあり、すべてのモニタリングに出席することができない。 

 また会議自体は必要性が薄いように感じられる事例であっても本人が支援者の顔をみて話を聞

く安心の場としての側面もあるため、開催せざるを得ないケースがある。 

○新規や、計画変更であれば、市町村職員も参加しますが、モニタリングだけであれば、障がい

者と計画相談員だけでも十分だと考えている。 

○落ち着いているケースであればモニタリングに市の担当者が出た方がいいのか。 

逆にモニタリングや会議に呼ばれなくて報告書だけが出てくるケースは本当にやっているのかど

うかが見えない。 

○当町は、モニタリング時に、基本町職員が立ち会いを全て実施しているが、これ以上総回数が

増えると対応が難しくなる。事業所内のみでのモニタリングをどのように認めていくか（ガイ

ドライン）を検討していく必要がある。 

○モニタリングには基本的に職員も出席しているが、これ以上人数や頻度が増加すると対応が出

来なくなる。実態把握も大切であるが、近隣市町村の状況も参考に事業所にある程度任せられ

るような仕組みづくりが必要と思う。 

○利用施設と相談支援事業所が同じであったり、極めて近い関係にある場合で、モニタリング会

議の参加者が事業所職員だけであって、議録だけの提出だとモニタリングの実態が掴めない。 

○何のためのモニタリングか意識していきたいです。 

○モニタリング件数が多く、出席できる会議が限られてしまう。（行政もいっぱいいっぱいで  

す） 

○モニタリング会議への出席依頼に対して、当村は人員不足のため出席が十分にできないこと。 

相談支援事業所の多忙さ 

○保育園・学校での状況を相談支援専門員が各園・各学校に確認し、家庭の状況とあわせてモニ

タリングに載せているが、多くの件数を抱えている相談支援専門員の負担が大きい。 

○「12 か月」とするケースが比較的多いが、厚労省のセミナーで示された採算ラインと比較し

た場合、各事業所の運営等を考慮すべきかどうか判断できかねる。 

○モニタリング報告書には具体的な内容を記してほしい。報告書の提出は早めにお願いしたい。 

○プランナーが不足しており、オーバーワークとなっているように見受けられる。利用計画で予

定していたモニタリングを行えなかった、あるいは行ったが、紙でまとめていないため請求し

ていないケース等が見られる。事業所が積極的に相談支援事業に乗り出すよう相談支援事業の

報酬見直し（報酬 up）が必要だと感じています。 

その他 

○報告書の提出は必ずしも必要ではないが、給付側とすれば確認ができないため提出を求めてい

るが、紙媒体であるため、ケースファイルが厚くなるなどの管理方法が困ってきている。 

○モニタリングの時期や有無を細かく行政側で把握し指導を行った方が良いのか。 

○指導に入る場合はどのように行うのが適切か。 

○担当が代わり、利用者の方の状態や状況が分からない中で、モニタリング表だけで状態を把握

することが難しいと感じる。実際にモニタリングがどのように行われているか把握できていな

い。 

○受給者証のモニタリング期間は実施月ではなく大まかな期間（１年ごと、６か月ごと）と記載

しているため実施月を正しくするのは手間がかかる。 

○モニタリングの請求月が探しにくい（７月にシステム変更を行った。） 
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Ⅲ アンケートの考察・まとめ 

～モニタリングの質の向上・相談支援事業所の安定経営に向けた課題～ 

 

１ 相談支援専門員の不足 

相談支援専門員へのアンケートの結果から、①相談支援専門員の６～７割が兼務であること②相

談支援専門事業所の約半数がひとり職場であること③相談支援専門員によって担当総数に大きなば

らつきがあることが分かる。 

相談支援以外の業務が煩雑で相談支援業務に十分な時間をとれない、多くの担当ケースを抱えて

おり、ひとつひとつの業務に時間がとれない等の状況がある。きめ細やかな相談支援を提供するた

めに、相談支援に従事する職員の増加、専任の相談支援専門員の配置、ひとり職場の解消等が課題

である。 

 

２ 実施したモニタリングが報酬につながりにくい 

 モニタリングのための面談や会議を行っていても、報酬請求するための事務を行う余裕がない、

モニタリング時以外の面談や同行等の基本相談に費やす労力が大きいものの報酬に繋がらない等、

支援を行いながらも報酬にならない状況がある。 

実施したモニタリングが請求できるような体制（書類作成等の事務の効率化等）や、現状では報

酬対象となっていない基本相談部分についての内容や比重等の実態把握をしていくことが必要であ

る。 

 

３ モニタリング頻度設定をする際の判断基準 

 国が示しているモニタリング頻度の標準期間が、市町村や相談支援専門員がモニタリング頻度を

設定する際の目安になっている。さらに、個別の状況に合わせたモニタリング頻度を設定する際に

は判断基準があいまいで、支給決定担当の市町村職員や担当相談支援専門員の判断に委ねられるケ

ースも少なからずあり、モニタリング頻度の根拠について苦慮している状況がある。 

平成３０年度の障害福祉サービス等報酬改定では、モニタリング実施標準期間が見直され、モニ

タリング頻度を高める方向性が示されているが、今後も頻度を設定する際の目安となる個別ケース

の具体的な事例を積み上げ、判断基準の根拠としていくことが課題である。 

   

４ 地域での人材確保・育成、ケアマネジメントの質・専門性の向上 

 個々の法人や事業所のみで上記の課題に対応するには限界があると思われる。法人の枠を超えて、

相談支援専門員をはじめとする障がい福祉従事者の人材確保・育成について協議していくことが課

題であると同時に、障がいを有する方の意思が反映された生活を送れるように支援を行うためには、

支給決定や相談支援の基礎となるケアマネジメントの視点について行政、相談支援事業所、障がい

福祉サービス事業所が再確認し、支援の質の向上を目指すことも重要である。 

「障がいを有する方やその家族を支える地域づくり」に向けて、圏域・地域単位で相談支援体制

や基盤体制整備を進めるか協議することが不可欠であり、全県で同じ方向を目指せるよう、情報共
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有や圏域・地域だけでは解決できない課題を協議する場として、県自立支援協議会を活用し、また

県自立支援協議会と地域自立支援協議会が連動しながら協議をしていく必要がある。 

 

５ その他  

担当件数のうち、自法人内のケースが 70%以上である相談支援専門員は全体の 5 割という現状

や、他法人を利用する際に相談支援についても移行する状況がある。相談支援専門員の中立性を保

つために、同一法人内のケース以外も担当できる仕組みづくりも課題のひとつと考えられる。 
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