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はじめに
メンタルヘルスの不調や精神疾患は自分や身近な人等誰もが経験しうるものです。多くの
場合は治療により回復し、社会のなかで安定した生活を送ることができるようになります。
他方、本人が苦しんでいても、周囲からはわかりにくいという特徴があります。また、長い
期間入院している精神障害者の方々をはじめ、精神障害者の地域生活の支援については、精
神科医療機関や地域の援助事業者による努力だけでは限界があります。
このようなことから、精神障害の有無や程度にかかわらず誰もが安心して自分らしく暮ら
すことができる地域づくりを進めるために、自治体を中心とした地域精神保健医療福祉の一
体的な取組の推進に加えて、地域住民の協力を得ながら、差別や偏見のない、あらゆる人が
共生できる包摂的な社会を構築していくことが重要となっています。
各自治体においては『精神障害にも対応した地域包括ケアシステム』の構築に向けた取組
を進めているところです。
厚生労働省としては、各自治体がより積極的かつ円滑に『精神障害にも対応した地域包括
ケアシステム』の構築に係る取組を進めることができるよう、各自治体の取組に対する補助
事業、アドバイザーによる自治体の取組支援や全国会議の開催、ポータルサイトの運用等に
よる情報・ノウハウの共有化を目的とした支援事業を行っているところであり、
『精神障害に
も対応した地域包括ケアシステム』の構築プロセスや各種事業の事例等を載せた手引きを平
成 30 年度より作成しています。令和 2 年度は、主にデータの更新を行っています。
厚生労働省では、令和２年３月より「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
に係る検討会」を設置し、同システムの基本的な考え方や関係者による重層的な連携による
支援体制の構築等について議論を重ね、令和３年３月に「精神障害にも対応した地域包括ケ
アシステムの構築に係る検討会」報告書を取りまとめています。同報告書の内容の手引きへ
の反映は令和３年度を予定していますが、同報告書において、精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムの構築について、主に以下の点が述べられています。
・ 精神障害者や精神保健（メンタルヘルス）上の課題を抱えた者等（以下「精神障害を
有する方等」とする。
）の日常生活圏域を基本として、市町村などの基礎自治体を基盤
として進めることが適当。
・ 精神保健福祉センター及び保健所は市町村との協働により精神障害を有する方等のニ
ーズや地域の課題を把握した上で、障害保健福祉圏域等の単位で精神保健医療福祉に
関する重層的な連携による支援体制を構築する必要がある。
各自治体においては、同報告書に記載されている方向性や取組を今後の参考とし、本手引
きを合わせて活用しつつ『精神障害にも対応した地域包括ケアシステム』の構築に係る取組
を進めていただければ幸いです。
また、本手引きの活用を通じて、ご意見等ございましたら、お寄せください。
手引きについては、いただいたご意見などを基に、適宜内容の更新を行う予定です。
令和３年３月
厚生労働省 社会・援護局
障害保健福祉部 精神・障害保健課
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