
本人を中心とした支援における

「ケアマネジメント」および

「コミュニティーソーシャルワーク」

の理論と方法

特定非営利活動法人 はねっこ福祉会 施設長

精神保健福祉士 橋本 みきえ



この講義のねらい
• 相談援助の基本的な姿勢

私たちはどのような姿勢であるべきか

• 相談援助の大切な視点

私たちが大切にすべきポイントは何か

• 相談援助を展開するために理解しておくべきこと

ソーシャルワーカーとしてのかかわり



前提として
• 相談援助の実践

⇒ ソーシャルワーク

• 相談援助の実践者

⇒ ソーシャルワーカー

• ソーシャルワーカー

⇒ その資質を有する者



ソーシャルワークとは

• 人 クライエントとソーシャルワーカー

• 困りごと クライエントの問題ではなく生活の問題

• 解決策 クライエントとともに考える

• 実行 クライエントに寄り添って進める

（方法論は多数）

• 評価 評価する



ソーシャルワークの展開

インテーク ⇒ アセスメント ⇒ プランニング （契約）

予備面接 事前評価 支援計画策定(契約）

⇒ インターベンション ⇒ モニタリング

介入 途中経過評価

⇒エバシュエーション ⇒ エンディング

最終評価 終結



ソーシャルワークとは

• 社会生活機能を高める

• 福利の増進

• 質の高い生活

• 環境と本人を一体として支援する

• 予防的アプローチを含む



ソーシャルワークの価値

• 人間の尊厳

• 社会正義

• 貢献

• 誠実

• 専門的力量



ストレングス視点の重要性

• ストレングス視点（強み）

ストレングスは本人に内在するものだけではない

外的環境、人的環境、生活環境など多様な側面から見

出すもの

• エンパワメント

肯定的自己認識と成長



ソーシャルワーカーの資質

• パターナリズム（に注目）

• ラポール形成（に努力）

• 公平性（を意識して）

※自己覚知（自分を知る）

※転移・逆転移について自覚する



ソーシャルワーカーの資質

• パターナリズム

あなたのため

してあげてる

専門家の言うことがベスト

良い方向に導くから私の言うとおりに・・

※面接中にイライラ・・・

※支援経過中に怒り・・・



ソーシャルワーカーの資質

• パターナリズム（に注目）

• ラポール形成（に努力）

• 公平性（を意識して）

※自己覚知（自分を知る）

※転移・逆転移について自覚する



ソーシャルワーカーの資質

• コミュニケーション技術（知識が前提）

ラポールの形成 ニーズの発見 情報収集

サポートネットワークの構築 交渉

• ソーシャルワーク技術

ソーシャルワーク理論 社会資源の活用



相談援助の基本的な姿勢

• 私たちはどのような姿勢であるべきか

こんな人は嫌だ



相談援助の基本的な姿勢

「こんな人は嫌だ」

• そうそう、みんな同じことで悩んでる。要す

るに、昼間の時間の保育の問題ね、あぁー、

痰の吸引が20分おきか、じゃ訪看か、ヘル

パーね。

はいはい、決まり！



相談援助の基本的な姿勢

「こんな人は嫌だ」

• あぁ～あ、泣かないで頂けるとありがたいで

すが。時間も限られているので、困っている

ことを、率直に教えてください。いやいや、

怒っても、嘆いても問題解決にはならないで

すから。いまは落ち着かないなら、明日にし

ますか？



相談援助の基本的な姿勢

「こんな人は嫌だ」

• イライラするなぁ。さっきから何度もこっちの

サービスを使うようにって提案しても、嫌がって

ばかりで。それは無理だって言うことばっかり要

求してくる。「先ほどの言いましたようにそれは

無理です。何度も言いますが、こっちのサービス

しかないんです！」



相談援助の基本的な姿勢

「こんな人は嫌だ」

• ク）どうしていいかわからないんです。お金もな

いし、子どもには付きっきりでないといけないし、

夫は仕事で疲れてて、話を聞いてくれないし、働

きたくもあるけど、疲れているし。親にも頼れな

いし。

• ソ）次はご主人と一緒に来てください。今後のこ

とはそこで話しましょう。お疲れのようですから。



相談援助の基本的な姿勢

「こんな人は嫌だ」

• Ａ型事業所を利用したいって言うわりには、朝起

きができてないし、身だしなみだって整えていな

いし、だから事業所のほうから御断りがあるんで

すよ。ちゃんとできないと、次のプランも立てら

れないですよ！



相談援助の基本的な姿勢

「こんな人は嫌だ」

• Ｋ事業所のほうが、あなたにあってると思います。

室内作業中心だし、ゆっくりできるし。Ｌ事業所

はスタッフ厳しいよ。友達が通所しているからっ

ていうけど、あなたの成長には絶対Ｋ事業所が良

いって。



相談援助の基本的な姿勢

「こんな人は嫌だ」

• Ｄさん、あなたの抱えている問題とよく似た心配を

しているＲさんを紹介しましょうか？Ｒさんは離婚

されてからずっと一人でダウン症の男の子を育てて

こられました。Ｗ公営団地にお住まいです。お仕事

も今はできないので、生活保護を受けておられます。



相談援助の基本的な姿勢
→ ソーシャルワーカーの資質

個別化

意図的な感情の表出

統制された情緒的関与

受容

非審判的態度

クライエントの自己決定

秘密保持



相談援助の基本的な姿勢

高い倫理観と人権意識を持ち

生活課題の重層性、複雑さを認め

多様な生き方を応援するチームリーダーとなること



相談援助の大切な視点

• 私たちが大切にすべきポイントは何か



相談援助の大切な視点

•①ノーマライゼーション

•②ソーシャルインクルージョン

•③エンパワメントとストレングス

•④自己決定の尊重（意思決定支援）

•⑤援助の全体性



相談援助の大切な視点①

•ノーマライゼーション

「（たとえば障害を持つ人々に対して）いわゆる

ノーマルな人にすることを目的としているのでは

なく，その障害を共に受容することであり，彼ら

にノーマルな生活条件を提供すること」



相談援助の大切な視点①

•ノーマライゼーション

ノーマライゼーションの理念は，障害者自身より

も，むしろ障害者の置かれている生活条件や生活

環境のあり方を変えていくことにあり，障害者自

身が社会参加できるように，生活条件や選択肢を

提示することである。



相談援助の大切な視点①

•ノーマライゼーション

ニィリエ，Ｂ．

「ノーマライゼーションとはごく普通の生活様式

や状況の側面や要素，および障害をもつ人が経験

し共有している普通の権利」であると提唱



相談援助の大切な視点②

•ソーシャルインクルージョン

「障害があっても地域で暮らし，そこにある

さまざまな社会資源を利用しながら，１人の

地域住民としてその地域で包み込まれて生活

ができるような共生社会」



相談援助の大切な視点②

•ソーシャルインクルージョン

障害者権利条約第19条

「自立した生活及び地域社会への包容」



相談援助の大切な視点③

•自立と社会参加

「自立」とは、依存しなくなることだと思われが

ちです。でも、そうではありません。「依存先を

増やしていくこと」こそが、自立なのです。これ

は障害の有無にかかわらず、すべての人に通じる

普遍的なことだと、私は思います。

東京大学先端科学技術研究センター 准教授 熊谷晋一郎



相談援助の大切な視点③

•エンパワメント

•ストレングス

•ＩＬ運動



自立生活運動

１９６０年代 アメリカ
１９８０年代～日本

１）障害者のニーズとその満たし方を最もよく知るものは障害者自
身である

２）障害者のニーズは、各種多様なサービスを提供する総合的プロ
グラムによって、最も効果的に満たされる

３）障害者はできるだけ地域社会に統合されるべきである



相談援助の大切な視点④

•本人中心

•主体性の尊重

•自己決定の尊重



本人中心

• 価値観を押し付けない

誰の生活で、誰の楽しみか

誰の期待で、誰の興味関心か

• リスクを回避しすぎない

信頼と期待のもとに進んでいくことが大事

失敗を恐れずチャレンジ



主体性の尊重

• 主体性を発揮できるよう支援する

「いやだ」が許容される体験

「それが良い」と主張できること

※「はい」の中の「いや」を見つける力

※「考える」時間と材料を提供する力



意思決定の支援

• 意思決定支援とは、自ら意思を決定することに困難を抱

える障害者が、日常生活や社会生活に関して自らの意思

が反映された生活を送ることができるように、可能な限

り本人が自ら意志決定できるよう支援し、本人の意思の

確認や意思及び選好を推定し、支援を尽くしても本人の

意思及び選好の推定が困難な場合には、最後の手段とし

て本人の最善の利益を検討のために事業者の職員が行う

支援の行為及び仕組みをいう。

【障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドラインより】



• 「意思決定」とは「ある目標を達成するために、複数の

選択可能な手段の中から最適なものを選ぶこと」であり、

「選択」という要素があることが大切です。「意思決定

支援」とは、漠然とした「思い」や「考え」を形にし、

本人が主体的に何かを選択していくことを支援するプロ

セスであり、どんなに障害の重い人でも意思決定はでき

ます。また、意思決定をする意識は、使えば使うほど強

まり、成長していくものです。

「人は、二者択一の繰り返しで太っていく」

日本相談支援専門員協会 顧問 福岡 寿 氏



自己決定に必要なこととは

• 体験を増やすかかわり

見る 聞く やってみる 行ってみる

• 失敗も増やすかかわり

間違った いやだった 駄目だった

もったいなかった

• 選択する機会を増やすかかわり

じゃあ、どうする？



意思決定支援に必要なこととは

• 要するに、「本人のことを他人が決めるな」

• 代理人・家族は「本人の意思」を徹底的に探

す努力を

• 基本中の基本のアドボカシー



相談援助の大切な視点⑤

•援助の全体性

①個別の支援

②集団作り

③地域基盤強化

④生活者の視点

⑤権利擁護



相談援助の大切な視点⑤

•援助の全体性

⑥チームアプローチ

⑦コミュニティーワーク

（地域づくり）の視点



相談援助の大切な視点⑤ー①②③

①個別の支援

②集団作り

③地域基盤強化

多くの個別支援の重なりが集団の形成につ

ながり、集団の重なりが地域強化につなが

る。



相談援助の大切な視点⑤ー④

④生活者の視点

クライエントの抱える課題は、

「生活」の中にあり、解決策も「生

活」中にある



生活モデル

• 人と環境の相互作用

関係性の中から生じた課題

関係性の調整と課題への対処能力の向上をはかる

＜システム理論＞
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相談援助の大切な視点⑤ー⑤

⑤権利擁護

虐待防止

金銭搾取 暴力 ネグレクト

個人情報保護

福祉サービス利用

医療サービスの選択



相談援助の大切な視点⑤ー⑥

⑥チームアプローチ

多職種・多機関連携

独りよがりを防ぐ

チームリーダー・進行管理・責任



相談援助の大切な視点⑤ー⑦

⑦コミュニティワークの視点

支援の進め方の点検

明日の個別支援への教訓

協力体制と地域づくり

ソーシャルサポートネットワーク



相談援助を展開するために理解しておくべ
きこと

「相談援助の実践者はソーシャルワーカーである」

ソーシャルワーカーの役割とは

必要な資質とは



ソーシャルワーカーの役割

•コーディネーター

•ネットワーク作りの立役者

•ネゴシエーター

•アドボケイター

•資源を総動員

•チームアプローチの実践者・指導者



必要な資質とは

•信頼関係が構築できる

•面接技術がある

•柔軟なアセスメント力がある

•必要十分な知識を持つ

•意欲を持って社会資源の改善・開発を

実行する



• 相談支援専門員は、障害児者の自立の促進と障害者総合支援

法の理念である共生社会の実現に向けた支援を実施すること

が望まれている。そのためには、ソーシャルワークの担い手

としてそのスキル・知識を高め、インフォーマルサービスを

含めた社会資源の改善及び開発、地域のつながりや支援者・

住民等との関係構築、生きがいや希望を見出す等の支援を行

うことが求められている。

さらに将来的には、相談支援専門員は障害者福祉に関する専

門的知見や援助技術の習得のみならず、社会経済や雇用情勢な

ど幅広い見識や判断能力を有する地域を基盤としたソーシャル

ワーカーとして活躍することが期待される。

※出典：「『相談支援の質の向上に向けた検討会』における議論のとりまとめ」, 2017/7/19, p.6


