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個別支援計画の目的とその効果について 
～個別支援計画は、保護者の期待にこたえていますか～ 

１ はじめに 

長い間の「措置」による施設利用は、昨年１０月から「契約」による施設利用に変わ

りました。契約によって、どのようなサ―ビスが利用者に提供されるのかは、契約書に

その項目が述べられています。また、サ―ビスの提供は、利用者一人ひとりの「個別支

援計画」によって実施されることも契約書に明記されています。 
本稿では、個別支援計画の目的やその効果、そして計画作成の手順などについて考察

してみます。 

２ 個別支援計画作成の目的 

契約書の第１条には、契約の目的が書いてあります。 

「施設は、この契約の履行にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利

用者の立場に立ったサ―ビスを提供いたします。」 

サ―ビスを提供する具体的な方策として、次のように述べています。 

「施設は、常に利用者の意向と課題を把握し、利用者の個別支援計画を作成いたし

ます。」（第３条） 

この二つの条文から、個別支援計画を作成する目的を容易に理解することができます。

条文を整理してみますと次のようになります。 

「個別支援計画を作成する目的は、利用者の人格を尊重して、利用者のニ―ズに合

ったサ―ビスの提供を行い、利用者に満足してもらえるように生活の質を向上させ

ること」 

利用者の生活の質を向上させていくことに個別支援計画作成の目的があるとします

と、サ―ビスの提供にあたる職員には、利用者の生活を楽しく、満足できる充実した生

活実現に向けて努力する姿勢が求められています。 
利用者の毎日の生活は、すべての面で職員の専門性に強く依存していますので、個別

支援計画の実施を通して、職員の知識と技術の力量が問われていることになります。 
なぜ、力量が問われるのかといいますと、計画を実施した結果とその結果の評価が６

ヶ月に一回の頻度で行われ、保護者に報告されることによって、保護者の評価の対象と

もなるからです。 

個別支援計画が形式的に作成され、ありふれた評価であったとしたら、個別支援計画

を作成しても意味がありません。 
個別支援計画の実施によって、職員自身の専門職としての知識・技術を磨き、計画の

改善と評価に誠実に対応するのでなければ、これもまた意味がありません。 
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ある施設のお母さんは、「入院している子どもと職員さんの立場を入れ替えて、自分

にはこうして欲しい――という望みをプログラムで実現して欲しい。子どもに対する個

別支援計画とその実施内容には、毎日の生活や人生が少しでも豊かになる目標を掲げて

欲しい。」と話していました。 
このお母さんの願いには、個別支援計画の作成を形式的、機械的に扱って欲しくない

という気持ちがこめられています。 

個別支援計画の作成をこのようにみてきますと、その効果は、保護者と施設との協同

作業であることが理解できます。そして、子どもの生活の質が高まることに最大の効果

を求めることができるのではないでしょうか。こうした「目的」と「効果」を実現する

ために、個別支援計画の作成手順をみていくことにいたします。 

３ 個別支援計画作成の根拠 

児童の場合の個別支援計画作成の根拠は、児童福祉法第２４条の１２の規定です。こ

の条文の委任という形で、平成１８年９月２９日、厚生労働省令第１７８号が「児童福

祉法に基づく指定知的障害児施設等の人員、設備及び運営に関する基準」として公布さ

れました。 
この基準の第２４条に「施設支援計画の作成等」が５項目に分けて述べられています。

重症心身障害児は、自分自身で判断し主張することができませんから、親である保護者

が子どもの気持ちや感情を汲み取り、子どもの代弁者としての役割を果たしていく責任

があります。 
たとえば、食事の際の嚥下がだんだん難しくなってきている子どもには、経管栄養補

給のことを考える前に、嚥下機能の低下をくいとめ、むしろ嚥下が楽にできるようにす

るためには、何を、どうすればよいのかを真剣に考えて嚥下機能の向上を目標とした支

援計画であって欲しい・・・・と要望できる保護者であってほしいものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２４条 指定知的障害児施設は、指定施設支援の提供に当たっては、
必要に応じて当該指定施設支援の提供に係る計画(以下「施設
支援計画」という。)を作成するとともに、当該施設支援計画
に基づき、適切に指定施設支援を提供しなければならない。 

２ 指定知的障害児施設は、施設支援計画の作成に当たっては、
障害児に対する指定施設支援の提供に当たる担当者等を招集
して行う会議を開催しなければならない。 

３ 指定知的障害児施設は、施設支援計画の作成に当たっては、
施設給付決定保護者及び障害児に対し、当該施設支援計画につ
いて説明し、文書によりその同意を得なければならない。 

４ 指定知的障害児施設は、施設支援計画の作成後、その実施状
況の把握を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把
握し、必要に応じて、当該施設支援計画の変更を行わなければ
ならない。 

５ 第二項及び第三項の規定は、前項に規定する施設支援計画の

変更について準用する。  
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障害者の個別支援計画作成の根拠は、障害者自立支援法第４３条の規定に基づいてい

ます。厚生労働省令第１７１号の「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サ―ビスの

事業等の人員、設備及び運営に関する基準」で具体化されました。 
この基準の「第三章 療養介護」第５８条に「療養介護計画の作成等」として、１０

項目が示されています。また、「生活介護」から「共同生活援助」までの個別支援計画

作成にこの第５８条が準用されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「療養介護」事業にみるサービス管理責任者と管理者の責務 
厚生労働省令第１７１号（平成１８年９月２９日公布） 
 

（１） 療養介護計画の作成等 （第５８条） 

① 指定療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画
（以下この章において「療養介護計画」しいう。）の作成に関する業務を担当させるものと
する。 

② サービス管理責任者は、療養計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、
その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の
希望する生活や課題等の把握（以下この章において「アセスメント」という。）を行い、利

用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討
をしなければならない。 

③ アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、

サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければなら
ない。 

④ サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家

族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定
療養介護の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療
養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業所

が提供する指定療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も
含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。 

⑤ サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議（利用者に対する指定療養介護の提

供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。）を開催し、前項に規定する療養介護計画
の原案の内容について意見を求めるものとする。 

⑥ サービス管理責任者は、第４項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はそ

の家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 
⑦ サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者に交付

しなければならない。 
⑧ サービス管理責任者は、療養介護計画作成後、療養介護計画の実施状況の把握（利用者につ

いての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。）を行うとともに、少
なくとも六月に一回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更

を行うものとする。 
⑨ サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続

的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

一 定期的に利用者に面接すること。 
二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

⑩ 第２項から第７項までの規定は、第８項に規定する療養介護計画の変更について準用する。
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４ 個別支援計画作成の手続き 

（１） 指定基準の「施設支援計画の作成等」や「療養介護計画の作成等」の個別支援計

画作成の手続きを読みますと、共通した考えが示されていることがわかります。 
この共通性の基本は、社会福祉の専門領域の一つである「社会福祉援助技術」にみ

ることができます。 
具体的には、「ケアマネジメント」の考え方やその過程を導入したものが「個別支

援計画」ということになります。介護保険法に基づく介護保険施設の「施設サ―ビス

計画」も同様です。 
障害児・障害者に対するサ―ビスが、個別支援計画に基づいて提供され、その計画

は、「社会福祉援助技術」という高い専門的技術に裏付けられているということにな

ります。 

ケアマネジメントの過程を教科書ふうに述べますと、次のようになります。 
   ①インテーク、②アセスメント、③目標の設定、④ケアプランの作成、 
   ⑤ケアプランの実施、⑥モニタリング、⑦再アセスメント、⑧終結 

ケアマネジメントの過程は、Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａの循環過程と考えることもできます。 

（２）これまでみてきましたように、障害児と障害者の指定基準は省令が異なっています。

ここからは、障害者の指定基準第１７１号の第５８条に規定されている個別支援計画

作成の手順についてみていきます。 
その前に、第３条で「指定障害福祉サ―ビス事業者の一般原則」が、述べられてい

ますので、その条文を紹介いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１項では、提供されるサ―ビスが、個別支援計画に基づかなければならないこと

を明記しています。また、個別支援計画に基づいたサ―ビス提供の効果について、継

続的な評価を義務づけてサ―ビスの質の向上を目指しています。 

第１項 指定障害福祉サ―ビス事業者は、利用者の意向、適正、障害の特性、その他の事情を

踏まえた計画（以下「個別支援計画」という。）を作成し、これに基づき利用者に対して

指定障害福祉サ―ビスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施する

ことその他の措置を講ずることにより利用者に対して適性かつ効果的に指定障害福祉サ

―ビスを提供しなければならない。 

第２項 指定障害福祉サ―ビス事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重し

て、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サ―ビスの提供に

努めなければならない。 

第３項 指定障害福祉サ―ビス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者

を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等

の措置を講ずるよう努めなければならない。 
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第２項では、利用者本位のサ―ビス提供でなければならないこと。 
第３項では、責任者を設置して利用者の人権擁護、虐待防止に努め、職員に対して

は、一般原則の履行を確実たらしめるため、研修を実施することとしています。 
こうした考え方は、重症心身障害児施設の場合も同様です。（省令第１７８号第８

４条による第２３条、第２４条の準用） 

（３）ここからは、省令１７１号第３章、「療養介護」の個別支援計画作成の手順について

述べていきます。（１項から１０項まであります。） 

① 事業所の管理者は、サ―ビス管理責任者に個別支援計画の作成に関する業務を

担当させることとしています。 
施設の管理者は誰なのか。サ―ビス管理責任者の職種と氏名は、保護者に交付

されている「個別支援計画書」の表紙に明示されています。 
「管理者の責務」は第６６条に、「サ―ビス管理責任者の責務」は第５９条に規

定しています。 
サ―ビス管理責任者の設置は、障害児施設の個別支援計画には規定がありませ

ん。ですから、この職種は、障害者自立支援法によって認められた新しい制度と

いうことになります。 
「サ―ビス管理責任者」になるためには、障害者の保健、医療、福祉、教育な

どの分野で直接支援、相談支援などの業務の実務経験が３年から１０年あること

やサ―ビス管理責任者研修を受講していることなどの要件を満たしていなければ

なりません。 
サ―ビス管理責任者の業務の概要は、次の通りです。 

（ア） 利用者へのアセスメント 
（イ） 個別支援計画原案の作成と計画の変更 
（ウ） 個別支援計画原案の説明と同意 
（エ） 個別支援計画の交付 
（オ） サ―ビス提供内容の管理 
（カ） サ―ビス提供プロセスの管理 
（キ） 個別支援計画作成に関する会議の運営 
（ク） 職員に対する技術的な指導 
（ケ） サ―ビス提供記録の管理 
（コ） 利用者からの苦情の相談 
（サ） 支援内容に関する関係機関との連絡調整 
（シ） 管理者への支援状況の報告 

このように見てきますと、サ―ビス管理責任者の職務と責任は重大といわなければ

なりません。 

② 第５８条第１項の規定は、個別支援計画を「療養介護計画」と呼ぶことにして

います。個別支援計画＝療養介護計画とご理解ください。 
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サ―ビス管理責任者は、個別支援計画の作成に当たり、適切な方法によって、 
イ） 利用者の能力 
ロ） 利用者の置かれている環境 
ハ） 利用者の日常生活全般の状況などの評価を通じて 
ニ） 利用者が希望する生活や課題等の把握（これらを総称して「アセスメ

ント」といいます。）を行い、利用者が自立した日常生活を営むこと

ができるように、支援する上での適切な支援内容の検討をしなければ

ならない 
とされています。 

③ 次は、アセスメントの取り組みが述べられています。 
アセスメントに当たっては、利用者に面接して行うこと。サ―ビス管理責任者

は面接に際して、面接の趣旨を利用者に十分に説明し、利用者の理解をえなけれ

ばなりません。 

④ サ―ビス管理責任者は、アセスメントが終わりますと、いよいよ個別支援計画

の原案づくりに入ります。 
サ―ビス管理責任者は、これまでのアセスメントと支援内容の検討結果に基づ

いて、 
イ） 利用者及びその家族の生活に対する意向 
ロ） 総合的な支援の方針 
ハ） 生活全般の質を向上させるための課題 
ニ） 療養介護の目標 
ホ） 療養介護の達成時期 
ヘ） 療養介護を提供するうえでの留意事項 

などを記載した個別支援計画の原案を作成することになります。 

⑤ この原案を、個別支援計画の実施にあたる担当者会議で検討することになりま

す。サ―ビス管理責任者は、担当者会議で計画原案に対して意見を求めることに

なります。 

⑥ サ―ビス管理責任者は、④の個別支援計画原案の内容について、利用者又はそ

の家族に説明し、文書で利用者からの同意を得ることが義務づけられています。 
 
ここまでが、個別支援計画の原案を作成する手続きということになります。 

⑦ ②から⑥までの手続きを経て、個別支援計画が完成します。 
サ―ビス管理責任者は、完成した個別支援計画を利用者に交付することになり

ます。 

⑧ 個別支援計画に基づいて、サ―ビスの提供が行われることになり、サ―ビス管

理責任者は個別支援計画の実施状況を把握しなければなりません。 
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この実施状況の把握は、利用者に対する継続的なアセスメントを含んで行われ

ます。これを「モニタリング」といいます。 
個別支援計画は、少なくとも６か月に一回以上、見直しを行い改善点などの必

要があれば、計画変更が行われることになります。 

⑨ サ―ビス管理責任者は、モニタリングに際しては、利用者及びその家族らとの

連絡を継続的に行うこととされています。さらに、利用者に定期的に面接するこ

ととモニタリングの結果を記録することが義務付けられています。 

⑩ ②から⑦までのことは、個別支援計画を変更するときに準用されます。 

５ 介護保険法の指定基準との比較 

平成１２年４月から介護保険法が施行され、老人福祉法の「特別養護老人ホ―ム」は、

「介護老人福祉施設」となりました。 
平成１１年３月、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」が示

され、その第１２条に「施設サ―ビス計画の作成」として、１２項目が規定されていま

す。この全文は、資料Ⅰの１１頁にあります。 
ケアマネジメントの考え方を導入した条文構成となっていますので、障害者の個別支

援計画作成の条文と基本的には同一となっています。 
介護老人福祉施設の「施設サ―ビス計画の作成」について、条文の解釈通知が示され

ていますので、資料Ⅰの１２頁と１３頁に記載しました。 
資料Ⅰの１４頁には、障害者自立支援法の指定基準による「個別支援計画」と介護保

険法の指定基準による「施設サ―ビス計画」の条文の比較表を作ってみました。 
資料Ⅰの１５頁以下は、介護保険施設における施設サ―ビス計画の諸様式と課題分析

標準項目となっています。 
資料Ⅱは、個別支援計画の理解を深めていただくために用意したものです。 

６ おわりに 

施設から提供されるサ―ビスは、障害者の一人ひとりのために作られたサ―ビス計画

によって実践されることになります。 
サ―ビス担当職員の皆さんの子どもたちへの熱い思いが伝わってくる基本書となる

のが「個別支援計画」です。この計画によって、子どもたちに、質の高いサ―ビスが提

供され、評価を通してサ―ビスの改善がなされるのも個別支援計画が果たす大きな効果

であります。 
子どもの個別支援計画が、担当職員の専門知識・専門技術に加えて、熱い情熱に支え

られていること、そして、現在も、これからも充実した施設生活であることを保護者は

強く期待していることを申し上げ結びといたします。 
 

 


