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オンライン研修でのお願い

・マスクが外せる環境でご参加の方は、お顔が見えるようご
協力お願いします。

・オンラインでは、皆さんの反応が分かりづらいですので、
頷き、拍手、ジェスチャーなどのリアクションをお願いしま
す。



この時間にお話したいこと

•相談支援のプロセス

•意思決定支援とは？

•個別相談支援事例
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①相談支援のプロセス
何を意識したらよいか？基本的な視点は？
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対人援助とは何なのか？

援助関係

援助対象 援助方法

ケースワーク、
グループワーク、
コミュニティワーク
その他のアプローチ

・信頼関係
・専門的援助関係
＊バイスティック７原則

生活課題を抱えた人
※ICFで説明可能

生活課題を抱えた人に対して、専門的援助関係を結び、様々な援助技術
を用いて、援助目標に向けクライアントとともに課題を乗り越えていく

援助
目標
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島村聡氏 平成30年度相談支援従事者指導者養成研修より



ＩＣＦの理念に基づく支援の展開

「国際生活機能分類：ＩＣＦ(2001)」

心身構造・機能(Impairment)

環境

健康状態 活動(Activity) 背景因子

個人

参加(Participation)

＊「促進因子」と「阻害因子」

「医学モデル(問題志向型)」と「社会生活モデル(目標指向型)」

「主観的次元(体験としての障害)」の重要性

平成29年度相談支援従事者指導者養成研修より一部改編



ソーシャルワークとは
【全米ソーシャルワーカー協会編、日本ソーシャルワーカー協会訳「ソーシャルワーク実務基準および業務指針」 1997年】

① 人々の問題解決能力や対処能力等を強化するという目標を達成
するため、事前評価、 診断、発見、カウンセリング、援助、代
弁・能力付与等の機能を遂行する。

② 人々と資源、サービス、制度等を結びつけるという目標を達成
するため、組織化、紹 介、ネットワーキング等の機能を遂行す
る。

③ 制度の効果的かつ人道的な運営を促進するという目標を達成す
るため、管理/運営、 スーパービジョン、関係者の調整等の機
能を遂行する。

④ 社会政策を発展させ改善するという目標を達成するため、政策
分析、政策提案、職員 研修、資源開発等の機能を遂行する。
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相談支援専門員は
ソーシャルワーカーである

• 「相談支援の質の向上に向けた検討会」における議論で、改め
て相談支援専門員がソーシャルワークの担い手として期待され
ていると示された。

• ソーシャルワークは、社会福祉活動全般を指す。もう一つの意
味は、対人援助を通して、環境への様々な働きかけを行い、利
用者の社会生活を充実させていく社会福祉援助技術である。

• ソーシャルワーク専門職のグローバル定義には、「社会変革と
社会開発、社会的結束、および人々のエンパワメントと解放を
促進する」とある。

• 相談支援専門員は社会福祉援助技術を用いて、利用者の社会生
活を豊かなものとする責務を負っている。

S.Shimamaura okinawa univ.2018
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ソーシャルワークにおける
相談援助過程とは何か

・インテーク（相談受付、緊急性の判断、窓口判断、情報提供）

・アセスメント（情報収集、面接、見立て）

・契約（方針決定、支援決定）

・援助目標の設定と計画策定（計画案、関係者会議）

・介入（支援提供）

・評価（モニタリング、経過観察）

・終結（一応契約終了）
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なぜケアマネジメントが使われるのか？
• ニーズを明確化し、適切な社会資源と結びつけるという流れが、
サービス提供型制度の運用に適している。

• ケアマネジメントはソーシャルワークの方法としてではなく、効
率的なサービス提供の仕組みとして発展した。

• 制度にあるメニューを利用者に押し付けたり、制度にない支援策
を講じずにいると、相談支援専門員としての資質が問われる。

• ジェネリック・ソーシャルワークの感覚が試されている。

• 利用者の自己効力感や権利擁護の実現が達成されることが評価の
ポイントである。
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何のために相談援助をするのか？

• ソーシャルワークの目的は「一人ひとりの福祉（幸福）が実現され
る社会をつくること」にある。

• 相談支援専門員は、障がいのある人とその周辺の幸福の実現を目指
すことが使命である。

• 利用者のエンパワメントと権利擁護の達成を目的とした活動である。

S.Shimamaura okinawa univ.2018
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何を心がければ良いのか？

• 「ソーシャルワーカーの倫理綱領」には、ソーシャルワーク専
門職の拠り所が明確に規定されている。

ソーシャルワーク専門職は、人間の福利（ウェルビーイング）の増進を目指して、社会の変
革を進め、人間関係における問題解決を図り、人々のエンパワーメントと解放を促していく。
ソーシャルワークは、人間の行動と社会システムに関する理論を利用して、人びとがその環境
と相互に影響し合う接点に介入する。人権と社会正義の原理は、ソーシャルワークの拠り所と
する基盤である。

• 「障害者ケアガイドライン」が相談支援専門員の姿勢を示す。
障害者ケアマネジメントの基本理念
（１）ノーマライゼーションの実現に向けた支援
（２）自立と社会参加の支援
（３）主体性、自己決定の尊重・支援
（４）地域における生活の個別支援
（５）エンパワメントの視点による支援

S.Shimamaura okinawa univ.2018
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基本的視点は何か？

人権の尊重や社会正義の実現を前提として

• 当事者の視点（個性の尊重）

• アドボカシーの視点（意思決定支援）

• 自立・自己決定の視点（主体性発揮）

• エンパワメントの視点（当事者による社会変革）

• 社会的包摂の視点（社会の再統合）

S.Shimamaura okinawa univ.2018
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相談支援専門員に求められる
相談援助技術とは何か

• アウトリーチ = 権利侵害を可視化する

• 想いを聴く = 意思疎通：wishを見逃さない

• 不断のアセスメント = 状況と関係性と過去・現在・未来

• 本人計画の作成 = 意思形成：失敗を恐れず試す

• 本人中心の会議 = 意思表明：主体性を引き出すチーム

• 地域づくりネットワーク =意思実現：パワフルな資源との出会い

• 効果的なモニタリング = 本人のパワーの見立て
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②意思決定支援とは？
難しいイメージだけど…なぜ必要？
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障害者権利条約

2006(H18)年に国連で採択された国際条約

条約では、障害のある人を「一人の人間」「権利の主体」と捉
え、生活の様々な場面において障害のある人の人権(尊厳)の尊
重を批准国へ求めている。

日本は…2007(H19)年９月署名、
2014(H26)年1月に批准

全50条（主な内容）
・平等・無差別と合理的配慮
・意思決定過程における障害当事者の関与
・自立した生活・地域社会への包容
・施設・サービス等の利用の容易さ
・教育 雇用 など
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障害者権利条約における
意思決定支援関連規定

【第１２条】
（法律の前にひとしく認められる権利）
・締約国は、障害者が生活のあらゆる側面において他の者との平等を
基礎として法的能力を享有することを認める。
・締約国は、障害者がその法的能力の行使に当たって必要とする支援
を利用する機会を提供するための適当な措置をとる。

又村あおい 2018.12.13 平成30年度九州地区障害者相談支援事業合同研修会資料より抜粋 17



障害者権利条約における
意思決定支援関連規定

【第１９条】
（自立した生活及び地域社会への包容）
・締約国は・・全ての障害者が他の者と平等の選択の機会をもって地
域社会で生活する平等の権利を有することを認める・・
・障害者は・・居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択す
る機会を有すること並びに特定の生活施設で生活する義務を負わな
い・・
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障害者権利条約における
意思決定支援関連規定

【第２９条】
（政治的及び公的活動への参加）
・他の者との平等を基礎として、政治的及び公的活動に効果的かつ完
全に参加することができることを確保する
・選挙人としての障害者の意思の自由な表明を保障すること。
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改正障害者基本法で
注目したいもう１つの規定

【【第３条】（地域社会における共生等）
全て障害者は、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保さ
れ、地域社会において他の人々と共生することを妨げられない。
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生活の選択機会が確保されても、
意思決定の支援が担保されなければ
意味がない。両者は表裏一体の関係



総合支援法の中でも
強調された意思決定支援

1. 国会議論の中で、意思決定支援を強調する方向に法案修正
2. 支援事業所の責務、相談支援事業所の責務に「障害者の意思決定の

支援に配慮」という一文を追加
3. あわせて、知的障害者福祉法、児童福祉法、発達障害者支援法にも

意思決定支援への配慮を追加
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総合支援法における規定

総合支援法 第４２条第１項
（指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の
責務）

指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者は、
障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに・・（以下略）
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総合支援法における規定

総合支援法 第５１条の２２
（指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の責務）

指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者は、障害者等が
自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の
意思決定の支援に配慮するとともに・・（以下略）
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児童福祉法における規定

児童福祉法
指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等の設置者等は、障
害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、常にその
立場に立って支援を行うよう努めなければならない・・
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意思決定支援とは何か？
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一般的に「意思を決定する」ことを考えてみると…

① 決定を下支えする十分な体験や経験（決定する経験）があり

② 決定に必要な情報の入手・理解（統合）・保持・比較・活用がなされ

③ 決定した意思が表出、実行できるという流れが想定される

これまで「意思決定に支援が必要な人＝自分では決められない人」
と捉えていなかっただろうか？

又村あおい 2018.12.13 平成30年度九州地区障害者相談支援事業合同研修会資料より一部改編



福岡 寿 氏（相談支援専門員協会）
1. 障がいの有無に関わらず、人は試行錯誤しながら、行きつ戻りつしなが

ら、周囲との関係性の中で意思決定する

2. 障がいのある人は、支援者の誘いに一度は乗るはず。その際、「次も希
望するか」は大きなポイント

3. 試してもいないことが胸に落ちないのは誰でも同じではないか

4. 本人が試してみて、うまくいく感触もダメな感触も味わって、その上で
自分なりの落ち着きどころを見つけていく

5. 支援者の役割は、そのための段取りを何度でも調整して、障がいのある
人に寄りそうことではないか
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緩やかな自己決定
という考え方

又村あおい 2018.12.13 平成30年度九州地区障害者相談支援事業合同研修会資料より一部改編



意思決定支援の目的
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意思実現はできる
方が良いがそれ自
体が目的じゃない

個々の意思決定場面に対する支援

話しやすい場所・時間帯・相手

選ぶ経験

内発的動機づけ

わかりやすい話し方・書き方

伝える経験決定と表出の良い経験

リスクの尊厳

本人の選好・価値観

支援チームの形成 考え方や態度・ルールの共有



③個別相談支援事例
事例から見る相談支援と意思決定支援の展開
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事例
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Mさん 43歳 女性
療育手帳B 障害年金２級

GH入居 就労B通所

両親は他界 兄は同市内在住



○利用者本人から表出されるすべての情報が大切である

○ストレングスは「本人のポジティブなところ、強み」であり、
支援には欠かせない視点であるため、対話の中で常に意識する

○利用者本人から得た情報を、エコマップやジェノグラム、ス
トレングスアセスメント票等のツールを活用してその都度整理
する

○アセスメントの能動性・構成力を高めるためには、事例検討
やGSVなどの場面に参加する

アセスメントの基本的視点

30障害者相談支援従事者研修テキスト 現任研修編 より



○基本相談で得られた情報による支援者の見立てがモニ
タリングに影響する

○サービス利用の有効性だけでなく、人との関係性や環
境の変化など多角的な視点を持ってモニタリングを行う

モニタリングの基本的視点

31障害者相談支援従事者研修テキスト 現任研修編 より



○本人の意向を無視していないか

○本人の言葉の意味を吟味しているか

○支援者の都合が優先されていないか

○既存の社会資源だけが支援の前提をなっていないか

○先に支援者の結論ありきで話を進めていないか

意思決定支援の基本的視点
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