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concept ～佐久圏域発！相談支援の現場から情報発信＆ネットワーキング～ 

 

～ 佐久圏域障害者自立支援協議会 
～基幹相談支援センター事業の活動報告（8月～10月）～ 

 

・トピックス ２P 

・来いコイの会（ピアサポーター紹介） ３P 

・コーディネーターコラム 4P 

・ソーシャルワーカー徒然メモ ５P 

・地域の相談支援専門員紹介リレー ６P ７P 

・人材育成WG活動報告 ８P 

・研修会参加報告 ９P 

・その他報告事項 １０P 

事例検討会・事業所連絡会 

佐久圏域くらし支えあいネット・新規サービス事業所情報 

・BOOKサマリー・あとがき １１P 
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◆ピアサポートワーキング主催 

「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築に関する研修会」の開催 
（オンライン研修 + 少数集合のハイブリット型 合計 41名参加） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

去る 10 月 14 日（木）に標記の研修会を開催しました。テーマは、第 6 期障害福祉計画に沿って市町村か

ら昨年度より「市町村毎の協議の場をつくるにあたって困っている」との声がありましたので、 

協議会のピアサポートワーキング活動の一環として企画・開催しました。 

市町村（行政）からすると、保健・医療・福祉の連携というけれど、「実際にどういうメンバーを招集して何の

話からはじめてよいかわからない」というのが正直な気持ちのようです。 

そこで、佐久保健所から長期入院患者の情報提供(630 調査)に加えて、今回講師に北海道から地元に戻られた

佐久大学人間福祉学部の佐藤園美先生をお招きして、障がい者支援における基本的視点についてご講演をい

ただきました。 

依存による自立概念にはじまり、周囲のリソース（人的・物的資源）をうまく使えず制限された状態つま

り社会環境デザインや地域基盤の脆弱性に課題があること。市町村が病院へ向かえにいく時代となりピサポー

ターの活躍が期待されている等を皆さんと共通認識をしてから先進的な取組み等の学習ができました。 

後半のグループワークは、「地域の強みは何か」考えてみましょう！というお題でしたが、 

急遽ピアサポーター（当事者）3 名に参加いただいたのが功を奏し、会場では「佐久地域はあったかい人

が多いけど、人が集まる〇△□（ショッピングセンター）は冷たい人多いです！」と思わぬコメントに、会

場の緊張がほぐれ和みました。空気がきれいで浅間山が雄大にみえるのも、慣れてしまえば 3 日で忘れがち

ですが、あそこにはこんな面白い人がいるとか、知っているようで知らない地域の強みがあります。 

佐久地域は環境面でのポテンシャルが高いので、協力者もたくさんいるはずです。 

定期的に長期入院患者や当事者のニーズ調査はもちろんですが、あまりかしこまらず、当事者との交流会

や学習会、地域の強み等アイディア出しなど参加しやすい工夫は必要かもしれませんね。     

今後、市町村毎の協議の場につきましてはピアサポーターの参加について、ぜひご検討ください。 

 

★ピアサポーター（来いコイの会）の紹介記事を次ページに掲載しますのでご覧ください。 

 

次回の活動予定 11月１7日(水)13時 30分～来いコイの会（PS交流会） 野沢会館 103号 

12月 2日（火）14時～ 第４回ピアサポートＷＧ      野沢会館 視聴覚室 
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👉次号以降、ピアサポーター養成研修の.修了者（２０１７年 1期生、2019年 2期生）合計 25名について 

可能な範囲で、個々にスポットを当て詳しくご紹介していく予定です。 
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コーディネーターコラム 

医療的ケア児等コーディネーター 

宮島 恵理子 

「医療的ケア児支援法がスタート！」 

 

 

少しかたい内容になりますが、「医療的ケア児およびその家族に対する支援に関する法律」が令和 3 年 6 月

18 日公布、9 月 18 日から施行されました。この法律では初めて「医療的ケア」および「医療的ケア児」につ

いて定義づけされたのでお伝えします。 

 

１「医療的ケア」・・・人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為のこと。 

２「医療的ケア児」・・・日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが 

不可欠である児童のことを示しています。 

 

医療技術の進歩により難病や重篤な健康問題を抱える多くの子どもの命が救われる一方で、日常的に人工呼

吸器をつけたり、痰の吸引が必要であったり、管を使った栄養摂取などが必要な医療的ケア児が増加傾向にあ

ります。また、そのような子どもたちは 2005 年から 10 年余りで 2 倍に増加しています。 

現在、全国で 2 万人程度いるといわれています。こどもの命が救われるようになったことに加え、医療機器

が小型化し操作が簡便になったこと、医療費削減のために入院期間の短縮が図られたことなどから、高度な医

療的ケアが必要な小児でも家庭で過ごせる範囲が拡大してきましたが、医療的ケア児の在宅生活は家族の負担

により成り立っているのが現状です。 

保護者は 24 時間アラームの音を気にしながら過ごし、ケアに追われ、我が子の健康に対する不安を抱える

だけでなく、仕事を失う、社会とのつながりを失い孤立するなどの状況が生じています。 

 医療的ケア児やその家族が保育園などの施設に通うことを希望していても、その子どもに応じた医療的ケア

のための人員や設備を整える必要があり、財政的な負担からも受け入れられる施設が少ないのが現状です。 

このような事態の改善に向けて今回の医療的ケア児支援法では医療的ケア児とその家族に対する支援を国や

地方自治体の「責務」と位置付けました。医療的ケア児とその家族を社会全体で支え、居住地にかかわらず適切

な支援を受けられるようにすることなどを基本理念に掲げています。 

具体的な施策の実現については、今後の国や地方自治体の動き次第となりますが、法律の施行を一つの契機

として医療的ケア児やその家族が医療的ケアの状況にあわせた適切なサポートを受けながら、充実した生活を

おくることができる社会の実現にむけた動きが加速することが期待されます。  

佐久圏域では、専門相談に加えて、医療と福祉の連絡会として「医療的ケア児等支援体制検討会」や 

研修会を通じて、実態把握と情報共有に努めネットワークの構築からはじめていきたいと思います。 
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ソーシャルワーカーの徒然メモ 

チーム・連携・協働で大切にしたい３つの文化。 

               ～あたり前を忘れないために～ 

                                                                   記入者：比田井 直樹 

わたしたちは、あたり前ですがひとりで仕事をしていません。各々与えられた役割を演じています。 

たまたま縁があって、組織の一員として関係性の中で一緒に仕事をしています。 

時に信念・価値観・知識・経験・考え方のちがいから、わかりあえないことに悩み、苦しみ 

とても傷つくことがあります。ところで、わたしたちが言う「問題」とは何でしょうか？ 

考えてみれば「人との関係性の中の不安」であり、誰かひとりに問題があるわけではないように思います。

俯瞰的になって自分も問題の一部にいることに気づくことが重要かもしれません。 

「自分が正しく、あなたが間違っている」の他責思考では、そこで関係性や可能性が断たれます。 

そこで勉強中ですが組織運営における注目のキーワード「心理的安全性」を中心にまとめてみました。 

参考書籍：恐れのない組織「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす  エイミー・C・エドモンドソン (著), 

その 1  自分も尊重、相手も尊重「ちがい」を認め、自分らしくいられる文化。 

心理的安全性とは、「みんなが気兼ねなく意見を述べることができ、自分らしくいられる文化」。 

例えば、恥ずかしい思いや仕返しされることなく、対人関係の不安が少ないこと。 

考えを率直に述べても、恥をかくことや無視されること、非難や罰を与えられることもない関係性。 

それは、いつでも賛成や同調、沈黙することではなく、建設的に自己主張できる学習する組織。 

それは、生ヌルイ環境にすることではなく、高い基準や目標をめざすための土台となる。 

たとえ気心の知れたチームであっても関係者との連携においても、尊重し丁寧に言葉で伝えていく。 

 意見はちがってあたり前、多様性が強みになり新たな可能性、創造的な価値がうまれる。 

その２ 「事実」は一つ「解釈」は無限。耳を傾け、対話する文化。 

もし、ひとりの結論ありきで物事が進めば、表面上はうまくいくかもしれないが、いずれ不満が生じて長続

きしない。特にチームを巻き込み将来に影響する意思決定は、メンバーと対話を繰り返す。 

面倒でも「事実」と「解釈」を分けて整理する。様々な視点から物事を考え合意形成していく。 

特に少数派の意見には重要なヒントやリスク、可能性が隠されているため素直に耳を傾ける。 

その 3  健やかでいること。感謝する文化。 

日々変化が激しい不確実な社会において絶対的な正解もない。曖昧さを受け入れる。 

先のことは先のこと。その時々の状況で考えればよいこともある。 

わたしたちは「今この瞬間」に集中していく。 

「未来」が「過去」の出来事を意味づけ、日々更新している。 

苦しい時に人に頼れないことは最大の弱み、人に頼ることができることは最大の強み。 

わたしたちが健やかで笑顔でいることが、チーム全体のパフォーマンスを向上させ成長させる。 

日々仕事が与えられていること、ひとりでは仕事をしていないことを思い出し感謝する。 

新たな出会いにも目を向ける。小さな変化も大きな変化も楽しみながら。 
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地域の相談支援専門員紹介リレーＮｏ.１０ 

 

 

 

 

 

        

 

① 福祉の仕事を志した理由  

子育てがひと段落し、そろそろ仕事を始めようと思っていた時に、はぁーと工房ポッポのパート職員の募集

があり、ポッポのパンが大好きでしたので、何も考えずに応募したのがきっかけで、高い志しも無く、福祉

の世界へ足を踏み入れました。 

 

② 座右の銘もしくは影響を受けたもの 

来るものは拒まず、去るものは追わず と 実るほど頭を垂れる稲穂かな  

の二つを座右の銘にしております。 

 

③ ストレス発散方法（習慣） 

 運転中、好きな歌を大きな声で歌う事で発散しておりますが、歌う元気の無い時は 

キャンドルを灯し、燃える炎をじっと見つめて無の境地に入っています。 

 

④ 私のストレングス（強み・特技） 

 ・コミュニケーションをとる事が得意で、誰にでも物怖じせずに話す事が得意です。 

・フットワークが軽い。 

 

⑤ 私が思う相談支援の仕事とは 

 まだ始めたばかりで、全ての仕事を理解出来ていないのですが、今の私にできる仕事で一番大切な仕事だと

思う事は、困った時、気になる事があった時に、気軽に相談出来るような雰囲気をつくる事だと思っており

ます。 

 

⑥ 今後の目標&みなさんへメッセージ！ 

 早く皆さんの様に頼りになる相談支援専門員となる事を目標として、日々努力して参りたいと思います。 

宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

  

氏名：中島 芳美 

所属：はぁーと工房ポッポ（小海町） 

相談支援経験年数：7 か月   
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地域の相談支援専門員紹介リレーＮｏ.９ 

      

 

① 福祉の仕事を志した理由  

以前は、学習塾の講師をしていたのですが、「もう少し長い期間、同じ人に携わる仕事が出来たらいいな」と思

い、転職しました。福祉の仕事の基礎知識や、ボランティアなどの経験もありませんでしたし、今考えると、

「出来たらいいな」という気持ちだけだったと思います。もっと現実の厳しさや難しさを知っていたら、違っ

ていたかもしれません。 

 

② 座右の銘もしくは影響を受けたもの 

黒柳徹子さんの「あなたの代わりはいくらでもいる(自分にしか出来ない仕事なんてない)」という言葉をテレ

ビのインタビューか何かで聞いたことがあります。物事や人との距離感を考える上で、大切にして行きたい言

葉です。 

 

③ ストレス発散方法（習慣） 

あまりストレスの溜まる方ではないかも…。自分の態度や発言を見直したりはしますが、深く掘り下げな 

いまま、良くも悪くも、忘れてしまいます。 

 最近、「本当に好きな事を仕事にしている人以外は、仕事自体がストレスになっているんだよ」 

「結局、ストレスで命を削ってしまうんだけど、命を削ってお金にしているんだよ」との話を聞く機会が 

あり、なんだか納得しました。 

 

④ 私のストレングス（強み・特技） 

「早起き」多分、年齢のせいだと思いますが、得意です。 

 

⑤ 私が思う相談支援の仕事とは 

利用者さんや、ご家族の「要望の受け皿」となり、その要望に対して、出来るだけの可能性を提供出来るよ

うにする仕事。対応の難しい場合は、やんわりと要望をお返しせざるを得ないこともあります。そういう時

も、次に繋がるように情報収集を怠らない様にすることでしょうか…。 

 

⑥ 今後の目標&皆さんへメッセージ！ 

コロナ禍で、世の中の動きが停滞気味ですが、こういう時こそ本当は力を蓄える時期なのでしょう。 

利用者さんの生活が円滑になるよう、ご家族の方の安心が担保されるよう、微力ですが頑張って行きたいと

思っています。今後ともどうぞよろしくお願い致します。 
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快適領域・ストレス低 

未知領域・ストレス大 

成長する環境条件  

“ち ょうど良い緊張感 ”  

学習領域・ストレス中 

 

 

 

 

 

 

 

◆相談支援業務を振り返り、上半期みえてきた「成長」キーワードの一部をご紹介します。 

 

・支援者が本人の人生を変えてしまったと思う経験            

これで良かったのか振り返ること。 

・支援者のやる気スイッチは誰にでもある。 

・本当の幸せとは何か考える。 

・小さなソーシャルアクション 

・自己決定と保護（リスク回避）とのジレンマ。 

・長期入院から地域移行の可能性の探求、 

支援者・当事者の学習機会の重要性 

・本人の表出しているニーズの捉え方 

就労支援の向き合い方 

・トライ＆エラーをくりかえす 

・支援者は神様ではないので、「なんとなくの安心感」 

が大事かもしれない。など 

👉 主任相談支援専門員や経験豊富な皆さんの集まり  

ですが、悩みながらお仕事されていることがわかり 

ます。日頃モヤっとしていることを内省して言語化 

する作業なのでご準備から大変だと思いますが、 

相談支援版の自助グループのような雰囲気で議題 

の前に順番で 30 分程度やっています。 

発表者は皆さんから感想をもらえるので明日の活 

力！元気になるそうです。 

 

 

次回の活動予定 12月 21日（火）15時～  第 5回人材育成ＷＧ 野沢会館 

            12月 27日（月）13時～ 小諸養護学校主催ＧＳＶへの参加協力 

1月 28日(金) 調整中  人材育成に関する研修会 

 

人材育成ワーキングの活動報告 
 

第 3 回  8 月 17 日（火） 

（１）内省発表：相談支援事業所らしく小須田氏 

    相談支援事業所マーチウィンドウ関谷氏 

（２）令和 3 年度報酬改定について情報交換 

 

第 4 回  10 月 20 日（水） 

（１）内省発表：ケイジンピアサポート 

センター中込 小林（尚太）氏 

（２）法定研修の実地研修（初任インターバル） 

実施後の振り返り 

（３）主任相談支援専門員の役割等について 等 

＜佐久圏域の人材育成に関する体系化＞ 

太枠：令和 2 年度スタート 

 

参考資料：コーチングにおける成長の３領域 

記入者：比田井 直樹 
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令和 3年度全国基幹相談支援センター研修の参加報告（オンライン研修） 

当センターより 1 名参加しましたので概要を報告します。        

 開催日：令和 3 年 10 月 27 日（火） 

参加者；比田井 直樹 

◆ 全体講義 演題『相談支援体制づくりと人づくり～人材育成の重要性と手法～』 

講  師：和泉短期大学 教授 鈴木俊彦 氏 

※主任相談支援専門員の養成カリキュラム等に関わっている先生 

・人材育成を業務として規定しているのは基幹相談支援センター（以下、基幹センター）であり中核的な役割を果たす。 

地域の相談支援体制が充実しないことには基幹センター本来の相談機能や人材育成も成り立たない。 

また、誤解されやすいが人材育成は基幹相談支援センターだけが担うわけではない。 

基幹センターに主任相談支援専門員の配置は勿論、地域の主任相談支援専門員がこれから増えてくる！ 

それぞれの立場で、どのように役割を果たしていくか地域のビジョンをもっておく必要があり考えてほしい。 

・主任相談支援専門員の養成カリキュラムの 30 時間のうち 43％が人材育成に関する内容 

・ここで言う人材育成は以下の 2 つの意味を理解しておく 

狭義の意味・・・「相談支援」に関わる人材育成（研修・実地教育等） 

  広義の意味・・・地域の多様な人材育成（公私問わず・地域づくり） 

・基幹相談支援センターの実態調査では、全国の市町村では半数以下の設置状況 

担っている機能は総合的専門的相談（困難事例）91.7％、次に 3 障がい対応 83％、委託相談の後方支援 80％ 

★着目すべきは、市町村に基幹センターがない市町村では「支援者支援」等の人材育成の役割を 

担っていない回答が約 3 割。少数だが基幹センターがあっても人材育成に取り組んでいないところも気になる。 

・モニタリング検証方法について、手引きがあり参考にしながら地域の実情に応じた展開を。 

・実地教育従事者のコンピテンシー（根源的特性）に関して、見えずらいが重要な態度・価値観の確認が必須 

知識・技術の習得は、スーパーマンをめざしてよいが、なかなか難しい。できるところからはじめてみては。 

・人材育成の最終的な目的は、「障がいのある方々への支援に寄与すること」。 

 そのための効率の良い方法として地域で相互に「学び合う地域をつくる」ことをお願いしたい。 

 

◆ 分科会２ 演題『求められる相談支援体制整備」一体的管理運営による効果』 

講  師：日本相談支援専門員協会（社会福祉法人じりつ） 岩上 洋一 氏 

実践報告：埼葛北障がい者生活支援センターふれんだむ 練生川 氏 

当初「一体的管理運営」という言葉を使っていたが、国は「複数事業所の協働」という言葉を使いだした。意味は同義。 

令和 3 年度報酬改定で NSK が要望した背景には、ひとりでもがんばっている事業所を評価してほしい。 

「相談支援体制の整備においても、面的整備と多機能型整備が必要ではないか！」 

⇒国と何度も協議した結果、小規模事業所のミニマムモデル１.1 名以上の専従で報酬アップ（機能強化Ⅳ） 

さらに複数事業所の協定による人員換算で報酬アップに結びついた。 

★埼玉県の複数事業所の協働についての取組み実践報告 

・報酬改定に合わせて協議会の運営会議で委託相談を中心とした複数事業所の協働による方向性確認 

・委託相談事業所（埼葛北障がい者生活支援センターふれんだむ）から２つの特定相談支援事業所へ働きかけ 

・市町村福祉担当者と打合わせ、理事長、事務局長と協議（相談支援体制に責任がある市町村も中盤から協議に加わる） 

⇒ R3 年 4 月 1 日付 協定書締結                             次ページつづく 
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★協定締結により定期的に３事業所との運営会議を開催 

最初は 24 時間連絡体制等に不安の声もあったが、部会や連絡会で顔見知りだったので体制は 

つくりやすかった。詳細はこれから運営会議でつめていく予定 

⇒これまでに実践したこと：月並みだが、それぞれの思いを話してもらうことからはじめた。 

① 政策的意図と協定の趣旨の確認 

② 参加者全員経験豊富な職員（障害種別の専門分野あり）ざっくばらんな意見交換 

③ 3 つの事業所の成り立ちを知る 

④ 名前をつけて一体感をもたせる。運営委員会の総称「まるっと１．２．３」 

 

報告は以上となります。主任相談支援専門員が増えるとともに活躍の場を整えることで、地域活動つまりは 

フィールドソーシャルワークが活発になることが期待できます。複数事業所の協定は、地域性や各々事業所の

考え方や体制がありますので簡単ではないかもしれませんが、不安や課題について何事も話し合ってみること

は重要だと感じました。引き続き、動向に注視して佐久圏域でも話題提供させていただきます。 

 

その他報告事項（8月～10月） 
 

１ 「事例検討会」等の開催実績 
 

９/29(水) センター内の事例検討会（方法：ピカジップ） 

事例提供者：NPO 法人らしく 小須田氏 

 テーマ 「親族関係が不雑で支援方針を決めるのに調整が難しいケース」 

 

２ 「佐久圏域くらし支えあいネット」（緊急一時入所）の利用実績 

 

・現在の台帳登録者   32 件 

・緊急一時ショート利用 0 件（当センター関与の実績） 

  ・拠点等整備に関する中部・南部エリア会議・・・12 月 17 日(金)15 時（予定） 

 

３ 市町村「事業所連絡会」の開催状況とテーマについて 

① 小諸市  第 1 回 10 月 29 日（金）・・・事業所紹介、協議会説明、市から事務連絡 

② 佐久市  第 2 回 12 月 23 日（木）午前 10 時～ 野沢会館 佐久広域連合 講堂（予定） 

③ 佐久穂町 第１回 10 月 25 日（月）・・・拠点等台帳登録の促進、複数事業所の協定 

④ 南佐久５か町村 第 4 回 10 月 25 日（月）・・・通学送迎等のアクセスについて 

⑤ 軽井沢町 第 2 回 10 月 19 日（火）・・・障害児と医療的ケア児の相談支援学習会 

⑥ 御代田町 第 3 回を調整中 

⑦ 立科町  第 3 回を調整中 

 

👉市町村毎の身近な地域から協議をスタートするメリットは以下の例が挙げられます。 

１ 市町村の障害福祉計画・重点事業・事務連絡など方向性の共有 

２ 定期的な近況報告等を通じて日常生活圏域における顔のみえる相互のサポート体制の構築 

３ 個別課題から地域課題へつなげる地域特性を考慮した地域づくり 

 

※ 圏域の専門部会休止に伴いテーマ別の会議は、研修会やワーキング等を通じてフォローします。 

日常生活圏域 

佐久圏域 

市町村 

個別支援会議 
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あとがき「言葉はさんかく、こころは四角 なんです。」 

最近の暇つぶしは、私が子どもの頃 80 年代後半テレビや映画で度々放映していた「霊幻道士」（キョンシーシリーズ）そして 

「バタリアン」を見ることです。ホラー＆コメデイ要素の強い B 級感が、わかりやすくハマってしまいました。 

子どもの頃はトラウマレベルで怖かった記憶しかないのに不思議ですね。確実に大人の階段上ってます。(^^)/ 

ところで、私が気づけばお風呂で口ずさむ、哀愁漂うかわいらしい楽曲をご紹介します。 

それが、くるりの「言葉はさんかく、こころは四角」です。 

このタイトルに込められた、ある人の解釈に「四角を半分にすると三角になります。 

つまり心で感じていることの半分しか言葉で言い表すことができない。」とあって、 

なんだか上手いこと言うなあと感心しました。 

ちなみに私は「話すタイプ」「聴くタイプ」のどちらかというと後者です。 

美容師さんとの会話も「天気いいですね」と言われたら「そうですね・・・」の一言で終了。 

つまり、ちびまる子ちゃんで例えるなら胃腸の弱い藤木君タイプです。 

取り繕いながらも、なんとか克服しようと、稲川淳二の怪談話を参考に研究と特訓をしてきたつもりですが、 

まさに三つ子の魂百まで、ここぞというときにうまく伝えられません。 

ある日の飲食店で、ひとり時間を過ごしていたら、お隣から聞こえてくる、おばさま達のおしゃべり。 

失礼を覚悟で言えば、おそらく他人からしたらどうでもよいと思われる日常の様子をダイナミックかつ相手がイメージでき

るように再現していました。うらやましい限りです。弟子にしてください。 

      編集担当：機能強化コーディネーター(社会福祉士)  

比田井 直樹 

４ 新規サービス事業所の情報               佐久保健福祉事務所からの情報提供 

●最新の佐久圏域内事業所一覧（Ｒ３年 10 月 1 日現在）は当センターホームページで確認できますのでご覧ください。 

 

BOOK サマリー ～おススメしたい本をご紹介します。～       紹介者：機能強化 Co 比田井 直樹 
 

 『ぼくは、イエローで、ホワイトで、ちょっとブルー』 （2019）  ブレイディみかこ (著) 
イギリスで暮らす親子のノンフィクション物語。息子が底辺中学校と呼ばれる学校入学を機に、

人種差別や貧困、分断といったテーマを扱った一冊ですが、筆者の飾らない文体に、気軽に読了

できました。最近書店に続編の「２」が並んでおりご存じの方も多いかと思います。 

感想としては、中学生の息子は大人びた考え方ができる正直「できすぎ君」ではありますが、 

青春を感じるドラマチックな展開に、読者も元気をもらえるエンパワメントストーリーでした。

イギリスは移民が多く分断が起きやすい一方でシチズンシップ教育が進んでいる学校もあり、 

多様性・エンパシー能力（共感力・想像力）がテストの課題にでてくるあたりは、日本と違う点

です。エンパシー能力は生まれもった才能ではなく正しい知識や経験を通じて養うことができる

こと。学校や地域のボランティアがソーシャルワークをせざるを得ない状況も印象的でした。 
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