


社会資源ってどんなものがあるの

☆社会資源とは・・
利用者がニーズを充足したり、問題解決するために活用される「ひと・もの・かね」
を含むあらゆるものの総称です。

①医療
-自立支援医療（精神通院）制度

②経済
-障害年金 -生活保護

③福祉
-精神障害者保健福祉手帳
-障害福祉サービス

④就労
例）ハローワーク
神奈川障害者職業センター

・・・等



それぞれの資源について説明します！
①医療 -自立支援医療（精神通院）制度

精神疾患は再発を予防するためにも、通院による精神療法や投薬療法を継続的に受けることが必要です。

医療費の負担を減らし、継続的な通院治療を受けるための制度です。

【制度の内容】
保険診療に係る自己負担分が、原則１割
所得・疾患等に応じて月額自己負担上限額が設定

【申請方法】
診断書（精神医療を行う主治医に書いてもらって下さい）、保険証、申請書
等をそろえ提出

【申請場所】
各高齢・障害者相談課、保健福祉課（城山、津久井、相模湖、藤野）

【有効期限】
１年

訪問看護やデイケアも自己負担が１割で利用できます

①医療 ②経済

③福祉 ④就労



病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です

【申請窓口】
※初診日（病気やケガで初めて医師の診断を受けた日）に加入していた年金制度により
変わります

国民年金加入者 ・・・・・ 市役所（国民年金課、緑区民課、南区民課 等）
厚生年金加入者 ・・・・・ 相模原年金事務所

【年金の額】
障害基礎年金 １級 977,125円／年 2級 781,700円／年 ※令和2年度
障害厚生年金 障害基礎年金に上乗せして年金をもらうことができます。年金額は給料や
（1～3級） 加入期間を基準として計算されます。

その他加算もあります。

受給要件や必要書類等は各々の窓口にお問い合わせ下さい

②経済 -障害年金

初診日から１年半経過している、保険料の納付期間‥等

①医療

③福祉 ④就労

②経済



憲法第25条に基づき、高齢、病気、離婚や失業など様々な事情で生活に困窮した場合に、
その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、自立を支援する制度です。

（例）相模原市における生活保護費のモデルケース

（生活扶助＋住宅扶助＋冬季加算（11月から3月までの間のみ支給）

【申請窓口】
緑生活支援課 中央生活支援課 南生活支援課

世帯構成 生活扶助 住宅扶助
（限度額）

冬季加算
（11月～3月）

傷病者世帯
（45歳）

75,220円 41,000円 2,630円

高齢者単身世帯
（70歳）

71,940円 41,000円 2,630円

母子世帯
（30歳、3歳）

148,680円 49,000円 3,730円

原則として生活をともにしている世帯を単位として利用していただくことになります。

①医療

③福祉 ④就労

②経済

②経済 ‒生活保護



精神障害のため日常生活または社会生活に困難が生じている方が、一定の障害がある事を証明するもの
【利用できるサービス】

【申請方法】
診断書（作成日は精神障害に係る初診日から６ヶ月を経過している必要があります。）
もしくは、障害年金証書、申請書等をそろえ提出

【申請場所】
各高齢・障害者相談課、保健福祉課（城山、津久井、相模湖、藤野）

【有効期限】
2年 様々な支援を受けることが可能になり、自立して生活し、

社会参加するための手助けとなります。

１級 ２級 ３級
所得税、住民税、相続税の控除 〇 〇 〇
重度障害者医療費助成 〇 〇 ×

タクシー利用または燃料費助成 〇 〇 ×
公共施設などの利用料等減免 〇 〇 〇

その他にも
等級に応じて
サービスがあります。

①医療

④就労

②経済

③福祉③福祉 ‒精神障害者保健福祉手帳



児童福祉法

◎通所支援
児童発達支援
放課後等デイサービス
保育所等訪問支援

◎入所支援
福祉型障害児入所施設
医療型障害児入所施設

障害者総合支援法

◎介護給付
居宅介護︓家事援助、通院等介助
短期入所

◎訓練等給付
自立訓練
就労移行支援
就労定着支援
就労継続支援（Ａ型Ｂ型）
共同生活援助（グループホーム）

◎相談支援
地域移行支援、地域定着支援

①医療

④就労

②経済

③福祉③福祉 ‒障害福祉サービス



・料理や掃除の仕方がわからない。

・やる気がでず、横になっていることが多く、
昼夜逆転しがち

・人の目が怖くて、外出できない。

＜Ａさん アパートで一人暮らし＞

掃除や調理を一緒にやってくれるので、
部屋の清潔が保たれ、栄養もとれます。

外出に付き添ってもらえるので、
通院や手続きになんとか行けます。

活用例 ケース①

家事援助を週2日
通院等介助を月1日利用中

ヘルパーさんが来ることで、起きなければいけない
と思い、生活のリズムが整います。

１人で過ごす時間が多いので、
ヘルパーさんと話すと気分転換になります。

①医療

④就労

②経済

③福祉‒障害福祉サービス



＜Ｂさん一般就労をしていたが退職 ＞

活用例 ケース②

・いずれは就職をしたい。

・体調に波があるが、職場の人にはわかって
もらいにくい。

・外出の目的がなく、家に引きこもりがち。

就労継続支援Ｂ型を利用中

病気の事を理解してくれるので、
午前中だけの利用等ムリせず通える。

週5日通えるようになってきたので、
そろそろＡ型に移って、賃金を稼ぎたい。

1人でいると、悪い事ばかりが思い浮かんでし
まうが、作業していると気がまぎれる。

通う場所があるので、外出の機会になるし、
朝起きるために、早く寝よう等生活リズムに
気をつけるようになる。

‒障害福祉サービス
①医療

④就労

②経済

③福祉



＜Ｃさん一般就労をしていたが退職 ＞

活用例 ケース③

・就職していたが、上司や同僚に叱責されて
辛かった。

・複数の事を同時に指示されると、混乱して
上手く対応できなかった。

・今度は病気や特性等、自分の事を理解し
てくれる環境で働きたい。

就労移行支援を利用中

自分の得意な事や苦手な事が何かを
一緒に考えてくれる。

就職が決まった後も就労定着支援（6か月後～）
を利用して、職場との橋渡しになってもらえる。

コミュニケーションやパソコンスキルの習得など
就職に必要な力を身につけられる。

‒障害福祉サービス
①医療

④就労

②経済

③福祉

障害者枠での就職が良いのか、一般枠で
の就職が良いのか一緒に考えてくれる。



＜Ｄさん 1人暮らしを始めた＞

活用例 ケース④

・親と一緒に暮らしていたが、二人とも高齢
になってきた。

・アパートで一人暮らしはさみしいし、不安。

共同生活援助
（グループホーム）を利用中

世話人さんが、薬の管理をしてくれたり、
家事の仕方を教えてくれるので安心。

退院後、帰る場所がなくグループホームの利用を
はじめた。

朝ご飯と夜ご飯がでるので、助かる。

困った時には、世話人さんが相談にのってくれる。

①医療

④就労

②経済

③福祉
‒障害福祉サービス



＜申請から利用までの流れ（概略）＞

①事業所の見学、体験

②申請

③障害支援区分認定調査

④サービス利用意向聴取

⑤サービス利用計画案の提出

⑥受給者証交付

事業所と契約後、サービス利用開始

事業所の一覧は、
◎相模原市のホームページ
◎障害福祉情報サービスかながわ

等から検索できます。

①医療

④就労

②経済

③福祉③福祉 ‒障害福祉サービス



◎ハローワーク
障害者の職業相談・紹介を行う専門援助部門があります。

◎神奈川障害者職業センター
職業相談・職業能力評価に基づき、就労までの支援及び
就労後のフォローアップを行っています。

◎神奈川障害者職業能力開発校
職業に必要な基礎知識と技術習得のための職業訓練を行っています。
※集団での訓練に適応できる方、症状が安定し、訓練が可能な状態にある方

◎障害者地域就労援助センター
障害者支援センター松が丘園

◎その他就労相談
緑・南障害者相談支援キーステーション

④就労
①医療 ②経済

③福祉 ④就労



社会復帰に向けて、社会資源を活用！

日中活動
•デイケア

就労前訓練
•リワークデイケア

就労訓練

•就労移行支援

就労
•一般雇用（クローズ）
•一般雇用（オープン）・障害者枠雇用

地域活動支援センター
・緑第一
・ぷらす★かわせみ
・カミング
・みなみ風 等々

就労継続支援
Ａ型

☆雇用契約あり

就労継続支援
Ｂ型

☆雇用契約なし

医療

障害福祉サービス

ハローワーク

自立訓練

就労定着支援




