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これでもか「社会福祉」（2022 年 4 月 1 日基準日） 

Ⓒ2022sakurakosensei 転載・転売禁止 

＜問題編＞ 

 問 題 〇× 

1 自分の意思を表明することが難しい子どもや高齢者などに代わって、その意思を

代弁し、権利やニーズを表明することを、インテグレーションという。 

 

2 あらゆる人びとを社会的排除や孤立から守り、社会の中でともに生きていこうと

する考え方を、ソーシャル・インクルージョンという。 

 

3 障害者、高齢者、子どもなど、社会的弱者とされがちな人々の生活を、社会の主流

である人のスタイルに近づけることを、ノーマライゼーションという。 

 

4 ノーマライゼーションは、児童福祉に取り組んでいた、デンマークのバンク・ミケ

ルセンが提唱した。 

 

5 行政活動の内容や成果を説明する国民への義務を、セーフティネットという。  

6 障害をもった人を差別なく、日常生活に支障をきたさないで生活できるように、一

般社会の中に自然に受け入れていくことや、すべての人々が協力していくことを、

インテグレーションという。 

 

7 国民の最低限度の生活を国が保障することを、ナショナル・ミニマムという。  

8 国籍、性別、障害、能力などを問わず、誰でも利用することができる製品を、ユニ

バーサルデザインという。 

 

9 ユニバーサル社会とは、障害の有無、年齢等にかかわらず、国民一人一人が、社会

の対等な構成員として、その尊厳が重んぜられるとともに、社会のあらゆる分野に

おける活動に参画する機会の確保を通じてその能力を十分に発揮し、もって国民

一人一人が相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する社会をいう。 

 

10 1798 年、ラウントリーが『人口論』を公表し、労働者の貧困の原因を労働者自身

の責任とみなした。 

 

11 1834 年、イギリスでは「新救貧法」が制定され、「均一処遇（救済内容は一律）」、

「院内保護（収容して救済する））、「劣等処遇（救済内容は最低限の生活レベル以

下にする）」の原則が重視された。 

 

12 1869 年、イギリスでは慈善組織協会が設立され、慈善組織化運動（COS 運動）が

開始された。 

 

13 1870 年、イギリスでは浮浪児の施設として、キングスレーがバーナードホームを

設立した。この施設は小舎制を採用し、里親委託も行った。 

 

14 1884 年、イギリスではバーネット夫妻を中心に、セツルメント・ハウスであるト

インビー・ホールが開設された。 

 

15 1889 年、イギリスでは社会事業家のジェーン・アダムズがシカゴにハル・ハウス

を設立した。 
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 問 題 〇× 

16 ラウントリーは貧困調査を行い、「ロンドン市民の生活と労働」という報告書によ

って、「貧困線」という概念を示した。 

 

17 1909 年、第１回児童福祉ホワイトハウス会議（児童福祉白亜館会議）がセオドア・

ルーズベルト大統領のもと開催された。 

 

18 1942 年、イギリスでは「ベヴァリッジ報告」が提出され、「５つの巨人」（貧困・

疾病・不潔・無知・怠惰）を解消することが社会保障の目的であるとされた。 

 

19 1964 年、アメリカでは低所得者への食糧費補助制度である「フードスタンプ法」

が制定された。 

 

20 1965 年、アメリカでは低所得家庭の就学中の子どもに対し、教育・医療・栄養な

どのサービスを提供し、子どもの発達を保障する施策であるヘッドスタート計画

が実施された。 

 

21 2010 年、アメリカでは「医療保険改革法（オバマケア）」が制定された。  

22 1924 年、世界で最初の児童の権利に関する宣言として、「世界人権宣言」が 

国際連盟で採択された。 

 

23 1948 年、あらゆる人々の人権を対象とした「ジュネーブ宣言」が、国連総会で採

択された。 

 

24 1959 年、児童の最善の利益を優先することを基本原則とし、児童は権利の主体だ

とした「児童権利宣言」が国連総会で採択された。 

 

25 1966 年、「世界人権宣言」を条約化した「国際人権規約」が制定された。このうち、

社会権規約と自由権規約は、国連総会で採択された。 

 

26 1989 年、児童は権利の主体であり、受動的存在とする「児童の権利に関する条約」

が、国連総会で採択された。 

 

27 救護施設は、第一種社会福祉事業である。  

28 軽費老人ホームは、第二種社会福祉事業である。  

29 障害児相談支援事業は、第二種社会福祉事業である。  

30 助産施設は、第一種社会福祉事業である。  

31 養子縁組あっせん事業は、第二種社会福祉事業である。  

32 老人短期入所施設は、第一種社会福祉事業である。  

33 障害者支援施設は、第一種社会福祉事業である。  

34 婦人保護施設は、第一種社会福祉事業である。  

35 母子・父子福祉施設は、第一種社会福祉事業である。  

36 福祉ホームは、第二種社会福祉事業である。  

37 隣保事業は、第二種社会福祉事業である。  

38 共同募金は、第二種社会福祉事業である。  

39 福祉サービス利用援助事業は、第二種社会福祉事業である。  
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 問 題 〇× 

40 児童家庭支援センターは、第二種社会福祉事業である。  

41 福祉事務所は、都道府県、市、特別区に設置義務があり、町村における設置は任意

である。 

 

42 地方社会福祉審議会は、都道府県、指定都市、中核市に設置義務がある。  

43 身体障害者更生相談所・知的障害者更生相談所は、都道府県に設置義務があり、指

定都市における設置は任意である。 

 

44 婦人相談所は、都道府県と市町村に設置義務がある。  

45 保健所は、都道府県、指定都市、中核市、その他の政令で定める市、特別区に設置

されている。 

 

46 母子健康包括支援センターは、市町村に設置義務がある。  

47 地域包括支援センターは、市町村において設置義務である。  

48 社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする

事業（公益事業）、又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業の経営に充てる

ことを目的とする事業（収益事業）を行わなければならない。 

 

49 社会福祉法人は、社会福祉事業及び公益事業を行うに当たつては、日常生活又は社

会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを

積極的に提供しなければならない。 

 

50 社会福祉法人における理事は６人以上、監事は２人以上でなければならない。  

51 重度の要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後ま

で続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供

されるシステムを、地域包括ケアシステムという。 

 

52 地域包括支援センターには、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員、民生委員

等などが配置されている。 

 

53 地域包括支援センターの根拠法は「老人福祉法」である。  

54 地域包括支援センターでは、成年後見制度の活用促進、高齢者虐待への対応などの

権利擁護業務を行う。 

 

55 地域包括支援センターでは、住民の各種相談を幅広く受け付けて、制度横断的な支

援を実施する総合相談支援業務を行う。 

 

56 地域包括支援センターでは、 

・「地域ケア会議」等を通じた自立支援型ケアマネジメントの支援 

・ケアマネジャーへの日常的個別指導 

・相談・支援困難事例等への指導・助言 

などの包括的・継続的ケアマネジメント支援業務を行う。 
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 問 題 〇× 

57 地域包括支援センターでは、要支援・要介護状態になる可能性のある方に対する介

護予防ケアプランの作成などの介護予防ケアマネジメント(第一号介護予防支援事

業)を行う。 

 

58 援助者が援助者の所属する機関（施設の窓口など）で利用者を待つだけではなく、

積極的に所属する機関から利用者の住居や地域へ出向くことを、ソーシャル・リサ

ーチという。 

 

59 社会的に抑圧されている対象者に対し、その潜在能力に気づかせて、自らの力で問

題を解決する方法を、エンパワメント・アプローチという 

 

60 心理的危機に直面している対象者に、迅速な介入を行う方法を、危機介入アプロー

チという。 

 

61 援助者自身が、ほかの分野の専門家から助言や指導を受ける方法を、スーパービジ

ョンという。 

 

62 利用者のニーズに応え、問題解決するための地域社会における設備や制度を、社会

資源という。 

 

63 共通の悩みや問題を抱える人やその家族が、自主的に活動を行うグループを、セル

フヘルプグループという。 

 

64 社会福祉の問題を解決するのに必要な社会資源を新設することや行政に働きかけ

るなどの活動を通して改善を図る方法を、ソーシャル・アドミニストレーションと

いう。 

 

65 医療や福祉の分野などで活用される、情報収集の調査票を、フェイスシートとい

う。 

 

66 援助者と対象者が問題の焦点を明らかにしていきながら問題を解決していく方法

を、ナラティブアプローチという。 

 

67 地域の住民が共同で出資し、全員が対等な立場で、経営に参加しながら、地域社会

に必要なものやサービスを提供する事業体を、NPO 法人という。 

 

68 グループダイナミクスを提唱したのは、レヴィンである。  

69 心理・社会的アプローチは、ホリスとハミルトンが提唱した。  

70 パールマンの６つの P は、人（Person）、問題（Problem）、場所（Place）、過程

（Process）、専門職（Professional person）、制度（provisions）である。 
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＜解答編＞（赤字部分が不正解） 

 問 題 〇× 

1 自分の意思を表明することが難しい子どもや高齢者などに代わって、その意思を

代弁し、権利やニーズを表明することを、インテグレーションという。 

× 

2 あらゆる人びとを社会的排除や孤立から守り、社会の中でともに生きていこうと

する考え方を、ソーシャル・インクルージョンという。 

 

3 障害者、高齢者、子どもなど、社会的弱者とされがちな人々の生活を、社会の主流

である人のスタイルに近づけることを、ノーマライゼーションという。 

× 

4 ノーマライゼーションは、児童福祉に取り組んでいた、デンマークのバンク・ミケ

ルセンが提唱した。 

× 

5 行政活動の内容や成果を説明する国民への義務を、セーフティネットという。 × 

6 障害をもった人を差別なく、日常生活に支障をきたさないで生活できるように、一

般社会の中に自然に受け入れていくことや、すべての人々が協力していくことを、

インテグレーションという。 

 

7 国民の最低限度の生活を国が保障することを、ナショナル・ミニマムという。  

8 国籍、性別、障害、能力などを問わず、誰でも利用することができる製品を、ユニ

バーサルデザインという。 

 

9 ユニバーサル社会とは、障害の有無、年齢等にかかわらず、国民一人一人が、社会

の対等な構成員として、その尊厳が重んぜられるとともに、社会のあらゆる分野に

おける活動に参画する機会の確保を通じてその能力を十分に発揮し、もって国民

一人一人が相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する社会をいう。 

 

10 1798 年、ラウントリーが『人口論』を公表し、労働者の貧困の原因を労働者自身

の責任とみなした。 

× 

11 1834 年、イギリスでは「新救貧法」が制定され、「均一処遇（救済内容は一律）」、

「院内保護（収容して救済する））、「劣等処遇（救済内容は最低限の生活レベル以

下にする）」の原則が重視された。 

 

12 1869 年、イギリスでは慈善組織協会が設立され、慈善組織化運動（COS 運動）が

開始された。 

 

13 1870 年、イギリスでは浮浪児の施設として、キングスレーがバーナードホームを

設立した。この施設は小舎制を採用し、里親委託も行った。 

× 

14 1884 年、イギリスではバーネット夫妻を中心に、セツルメント・ハウスであるト

インビー・ホールが開設された。 

 

15 1889 年、イギリスでは社会事業家のジェーン・アダムズがシカゴにハル・ハウス

を設立した。 

× 

16 ラウントリーは貧困調査を行い、「ロンドン市民の生活と労働」という報告書によ

って、「貧困線」という概念を示した。 

× 
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17 1909 年、第１回児童福祉ホワイトハウス会議（児童福祉白亜館会議）がセオドア・

ルーズベルト大統領のもと開催された。 

 

18 1942 年、イギリスでは「ベヴァリッジ報告」が提出され、「５つの巨人」（貧困・

疾病・不潔・無知・怠惰）を解消することが社会保障の目的であるとされた。 

 

19 1964 年、アメリカでは低所得者への食糧費補助制度である「フードスタンプ法」

が制定された。 

 

20 1965 年、アメリカでは低所得家庭の就学中の子どもに対し、教育・医療・栄養な

どのサービスを提供し、子どもの発達を保障する施策であるヘッドスタート計画

が実施された。 

× 

21 2010 年、アメリカでは「医療保険改革法（オバマケア）」が制定された。  

22 1924 年、世界で最初の児童の権利に関する宣言として、「世界人権宣言」が 

国際連盟で採択された。 

× 

23 1948 年、あらゆる人々の人権を対象とした「ジュネーブ宣言」が、国連総会で採

択された。 

× 

24 1959 年、児童の最善の利益を優先することを基本原則とし、児童は権利の主体だ

とした「児童権利宣言」が国連総会で採択された。 

× 

25 1966 年、「世界人権宣言」を条約化した「国際人権規約」が制定された。このうち、

社会権規約と自由権規約は、国連総会で採択された。 

 

26 1989 年、児童は権利の主体であり、受動的存在とする「児童の権利に関する条約」

が、国連総会で採択された。 

× 

27 救護施設は、第一種社会福祉事業である。  

28 軽費老人ホームは、第二種社会福祉事業である。 × 

29 障害児相談支援事業は、第二種社会福祉事業である。  

30 助産施設は、第一種社会福祉事業である。 × 

31 養子縁組あっせん事業は、第二種社会福祉事業である。  

32 老人短期入所施設は、第一種社会福祉事業である。 × 

33 障害者支援施設は、第一種社会福祉事業である。  

34 婦人保護施設は、第一種社会福祉事業である。  

35 母子・父子福祉施設は、第一種社会福祉事業である。 × 

36 福祉ホームは、第二種社会福祉事業である。  

37 隣保事業は、第二種社会福祉事業である。  

38 共同募金は、第二種社会福祉事業である。 × 

39 福祉サービス利用援助事業は、第二種社会福祉事業である。  

40 児童家庭支援センターは、第二種社会福祉事業である。  

41 福祉事務所は、都道府県、市、特別区に設置義務があり、町村における設置は任意

である。 
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42 地方社会福祉審議会は、都道府県、指定都市、中核市に設置義務がある。  

43 身体障害者更生相談所・知的障害者更生相談所は、都道府県に設置義務があり、指

定都市における設置は任意である。 

 

44 婦人相談所は、都道府県と市町村に設置義務がある。 × 

45 保健所は、都道府県、指定都市、中核市、その他の政令で定める市、特別区に設置

されている。 

 

46 母子健康包括支援センターは、市町村に設置義務がある。 × 

47 地域包括支援センターは、市町村において設置義務である。 × 

48 社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする

事業（公益事業）、又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業の経営に充てる

ことを目的とする事業（収益事業）を行わなければならない。 

× 

49 社会福祉法人は、社会福祉事業及び公益事業を行うに当たつては、日常生活又は社

会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを

積極的に提供しなければならない。 

× 

50 社会福祉法人における理事は６人以上、監事は２人以上でなければならない。  

51 重度の要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後ま

で続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供

されるシステムを、地域包括ケアシステムという。 

 

52 地域包括支援センターには、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員、民生委員

等などが配置されている。 

× 

53 地域包括支援センターの根拠法は「老人福祉法」である。 × 

54 地域包括支援センターでは、成年後見制度の活用促進、高齢者虐待への対応などの

権利擁護業務を行う。 

 

55 地域包括支援センターでは、住民の各種相談を幅広く受け付けて、制度横断的な支

援を実施する総合相談支援業務を行う。 

 

56 地域包括支援センターでは、 

・「地域ケア会議」等を通じた自立支援型ケアマネジメントの支援 

・ケアマネジャーへの日常的個別指導 

・相談・支援困難事例等への指導・助言 

などの包括的・継続的ケアマネジメント支援業務を行う。 

 

57 地域包括支援センターでは、要支援・要介護状態になる可能性のある方に対する介

護予防ケアプランの作成などの介護予防ケアマネジメント(第一号介護予防支援事

業)を行う。 

 

58 援助者が援助者の所属する機関（施設の窓口など）で利用者を待つだけではなく、

積極的に所属する機関から利用者の住居や地域へ出向くことを、ソーシャル・リサ

ーチという。 

× 
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59 社会的に抑圧されている対象者に対し、その潜在能力に気づかせて、自らの力で問

題を解決する方法を、エンパワメント・アプローチという 

 

60 心理的危機に直面している対象者に、迅速な介入を行う方法を、危機介入アプロー

チという。 

 

61 援助者自身が、ほかの分野の専門家から助言や指導を受ける方法を、スーパービジ

ョンという。 

× 

62 利用者のニーズに応え、問題解決するための地域社会における設備や制度を、社会

資源という。 

 

63 共通の悩みや問題を抱える人やその家族が、自主的に活動を行うグループを、セル

フヘルプグループという。 

 

64 社会福祉の問題を解決するのに必要な社会資源を新設することや行政に働きかけ

るなどの活動を通して改善を図る方法を、ソーシャル・アドミニストレーションと

いう。 

× 

65 医療や福祉の分野などで活用される、情報収集の調査票を、フェイスシートとい

う。 

 

66 援助者と対象者が問題の焦点を明らかにしていきながら問題を解決していく方法

を、ナラティブアプローチという。 

× 

67 地域の住民が共同で出資し、全員が対等な立場で、経営に参加しながら、地域社会

に必要なものやサービスを提供する事業体を、NPO 法人という。 

× 

68 グループダイナミクスを提唱したのは、レヴィンである。  

69 心理・社会的アプローチは、ホリスとハミルトンが提唱した。  

70 パールマンの６つの P は、人（Person）、問題（Problem）、場所（Place）、過程

（Process）、専門職（Professional person)、制度（provisions)である。 
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＜正しく覚える編＞ 

 正 解 

1 自分の意思を表明することが難しい子どもや高齢者などに代わって、その意思を代弁し、

権利やニーズを表明することを、アドボカシーという。 

2 あらゆる人びとを社会的排除や孤立から守り、社会の中でともに生きていこうとする考え

方を、ソーシャル・インクルージョンという。 

3 障害者、高齢者、子どもなど、社会的弱者とされがちな人々の生活を、世間一般の人々と同

じように、ごく普通の生活を営めるようにすることを、ノーマライゼーションという。 

4 ノーマライゼーションは、障害者福祉に取り組んでいた、デンマークのバンク・ミケルセ

ンが提唱した。 

5 行政活動の内容や成果を説明する国民への義務を、アカウンタビリティという。 

6 障害をもった人を差別なく、日常生活に支障をきたさないで生活できるように、一般社会

の中に自然に受け入れていくことや、すべての人々が協力していくことを、インテグレー

ションという。 

7 国民の最低限度の生活を国が保障することを、ナショナル・ミニマムという。 

8 国籍、性別、障害、能力などを問わず、誰でも利用することができる製品を、ユニバーサル

デザインという。 

9 ユニバーサル社会とは、障害の有無、年齢等にかかわらず、国民一人一人が、社会の対等な

構成員として、その尊厳が重んぜられるとともに、社会のあらゆる分野における活動に参

画する機会の確保を通じてその能力を十分に発揮し、もって国民一人一人が相互に人格と

個性を尊重しつつ支え合いながら共生する社会をいう。 

10 1798 年、マルサスが『人口論』を公表し、労働者の貧困の原因を労働者自身の責任とみな

した。 

11 1834 年、イギリスでは「新救貧法」が制定され、「均一処遇（救済内容は一律）」、「院内保

護（収容して救済する）」、「劣等処遇（救済内容は最低限の生活レベル以下にする）」の原則

が重視された。 

12 1869 年、イギリスでは慈善組織協会が設立され、慈善組織化運動（COS 運動）が開始され

た。 

13 1870 年、イギリスでは浮浪児の施設として、バーナードがバーナードホームを設立した。

この施設は小舎制を採用し、里親委託も行った。 

14 1884 年、イギリスではバーネット夫妻を中心に、セツルメント・ハウスである 

トインビー・ホールが開設された。 

 

15 1889 年、アメリカでは社会事業家のジェーン・アダムズがシカゴにハル・ハウスを設立し

た。 

16 ブースは貧困調査を行い、「ロンドン市民の生活と労働」という報告書によって、「貧困線」

という概念を示した。 
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17 1909 年、第１回児童福祉ホワイトハウス会議（児童福祉白亜館会議）がセオドア・ルーズ

ベルト大統領のもと開催された。 

18 1942 年、イギリスでは「ベヴァリッジ報告」が提出され、「５つの巨人」（貧困・疾病・不

潔・無知・怠惰）を解消することが社会保障の目的であるとされた。 

19 1964 年、アメリカでは低所得者への食糧費補助制度である「フードスタンプ法」が制定さ

れた。 

20 1965 年、アメリカでは低所得家庭の就学前の子どもに対し、教育・医療・栄養などのサー

ビスを提供し、子どもの発達を保障する施策であるヘッドスタート計画が実施された。 

21 2010 年、アメリカでは「医療保険改革法（オバマケア）」が制定された。 

22 1924 年、世界で最初の児童の権利に関する宣言として、「ジュネーブ宣言」が 

国際連盟で採択された。 

23 1948 年、あらゆる人々の人権を対象とした「世界人権宣言」が、国連総会で採択された。 

24 1959 年、児童の最善の利益を優先することを基本原則とし、児童は保護される存在だとし

た「児童権利宣言」が国連総会で採択された。 

25 1966 年、「世界人権宣言」を条約化した「国際人権規約」が制定された。このうち、社会

権規約と自由権規約は、国連総会で採択された。 

26 1989 年、児童は権利の主体であり、能動的存在とする「児童の権利に関する条約」が、国

連総会で採択された。 

27 救護施設は、第一種社会福祉事業である。 

28 軽費老人ホームは、第一種社会福祉事業である。 

29 障害児相談支援事業は、第二種社会福祉事業である。 

30 助産施設は、第二種社会福祉事業である。 

31 養子縁組あっせん事業は、第二種社会福祉事業である。 

32 老人短期入所施設は、第二種社会福祉事業である。 

33 障害者支援施設は、第一種社会福祉事業である。 

34 婦人保護施設は、第一種社会福祉事業である。 

35 母子・父子福祉施設は、第二種社会福祉事業である。 

36 福祉ホームは、第二種社会福祉事業である。 

37 隣保事業は、第二種社会福祉事業である。 

38 共同募金は、第一種社会福祉事業である。 

39 福祉サービス利用援助事業は、第二種社会福祉事業である。 

40 児童家庭支援センターは、第二種社会福祉事業である。 

41 福祉事務所は、都道府県、市、特別区に設置義務があり、町村における設置は任意である。 

42 地方社会福祉審議会は、都道府県、指定都市、中核市に設置義務がある。 

43 身体障害者更生相談所・知的障害者更生相談所は、都道府県に設置義務があり、 

指定都市における設置は任意である。 
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44 婦人相談所は、都道府県に設置義務がある。 

45 保健所は、都道府県、指定都市、中核市、その他の政令で定める市、特別区に設置されて

いる。 

46 母子健康包括支援センターは、市町村に設置努力義務がある。 

47 地域包括支援センターは、市町村において設置可能である。 

48 社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業（公

益事業）、又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業の経営に充てることを目的とする

事業（収益事業）を行うことができる。 

49 社会福祉法人は、社会福祉事業及び公益事業を行うに当たつては、日常生活又は社会生活

上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供

するよう努めなければならない。 

50 社会福祉法人における理事は６人以上、監事は２人以上でなければならない。 

51 重度の要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続ける

ことができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるシステム

を、地域包括ケアシステムという。 

52 地域包括支援センターには、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等などが配置され

ている。 

53 地域包括支援センターの根拠法は「介護保険法」である。 

54 地域包括支援センターでは、成年後見制度の活用促進、高齢者虐待への対応などの 

権利擁護業務を行う。 

55 地域包括支援センターでは、住民の各種相談を幅広く受け付けて、制度横断的な支援を実

施する総合相談支援業務を行う。 

56 地域包括支援センターでは、 

・「地域ケア会議」等を通じた自立支援型ケアマネジメントの支援 

・ケアマネジャーへの日常的個別指導 

・相談・支援困難事例等への指導・助言 

などの包括的・継続的ケアマネジメント支援業務を行う。 

57 地域包括支援センターでは、要支援・要介護状態になる可能性のある方に対する介護予防

ケアプランの作成などの介護予防ケアマネジメント(第一号介護予防支援事業)を行う。 

58 援助者が援助者の所属する機関（施設の窓口など）で利用者を待つだけではなく、積極的

に所属する機関から利用者の住居や地域へ出向くことを、アウトリーチという。 

59 社会的に抑圧されている対象者に対し、その潜在能力に気づかせて、自らの力で問題を解

決する方法を、エンパワメント・アプローチという 

60 心理的危機に直面している対象者に、迅速な介入を行う方法を、危機介入アプローチとい

う。 

61 援助者自身が、ほかの分野の専門家から助言や指導を受ける方法を、コンサルテーション

という。 
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62 利用者のニーズに応え、問題解決するための地域社会における設備や制度を、 

社会資源という。 

63 共通の悩みや問題を抱える人やその家族が、自主的に活動を行うグループを、 

セルフヘルプグループという。 

64 社会福祉の問題を解決するのに必要な社会資源を新設することや行政に働きかけるなどの

活動を通して改善を図る方法を、ソーシャルアクションという。 

65 医療や福祉の分野などで活用される、情報収集の調査票を、フェイスシートという。 

66 援助者と対象者が問題の焦点を明らかにしていきながら問題を解決していく方法を、問題

解決アプローチという。 

67 地域の住民が共同で出資し、全員が対等な立場で、経営に参加しながら、地域社会に必要

なものやサービスを提供する事業体を、ワーカーズコレクティブという。 

68 グループダイナミクスを提唱したのは、レヴィンである。 

69 心理・社会的アプローチは、ホリスとハミルトンが提唱した。 

70 パールマンの６つの P は、人（Person）、問題（Problem）、場所（Place）、過程（Process）、

専門職（Professional person)、制度（provisions)である。 

 

 


