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令和3年度
佐賀県相談支援従事者初任者研修

講義２

相談支援(障害児者支援)の目的と意思決定支援

【講師】 芹田 洋志 氏

矢島 浩二 氏

【進行】 佐々木 康啓
(小城・多久障害者相談支援センター)

令和3年7月7日(火) 13:10～15:10
アバンセホール

プログラム

13:10～13:15 5分 講義の目標の共有

13:15～13:35 20分 講師紹介

13:35～13:45 10分 権利擁護における条約や国内法の確認
講演1の導入

13:45～14:15 30分 講演1:意思形成や意思決定の実際

14:15～14:25 10分 講演1からの学び

14:25～14:35 10分 休憩

14:35～14:40 5分 講演2の導入

14:40～15:00 20分 講演2:支援者の役割、持つべき視点

15:00～15:10 10分 質疑とまとめ
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導入講義(目標の共有)

① 人権や尊厳など権利擁護の視点から、支援における
基本的な価値を理解するとともに自身を見直す機会
とする。

② 本人理解、個別性の重要性を理解し、地域での生活
の実際について理解する。

③ 相談支援の基本的考えは、障害者の権利に関する
条約の趣旨に基づくべきことを理解する。

獲得目標

相談支援のミッションを感じ、理解する。

講師の紹介

講師

矢島 浩二 氏

芹田 洋志 氏
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この条約は、すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全
かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の
尊厳の尊重を促進することを目的とする。

障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な障害を有する
者であって、様々な障壁との相互作用により他の者と平等に社会に完全か
つ効果的に参加することを妨げられることのあるものを含む。

①障害者の権利に関する条約
(略称：障害者権利条約）

外務省(公定約)

第一条 目的

第十九条 自立した生活及び地域社会への包容

a. 障害者が、他の者との平等を基礎として、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こと。

b. 地域社会における生活及び地域社会への包容を支援し、並びに地域社
会からの孤立及び隔離を防止するために必要な在宅サービス、居住
サービスその他の地域社会支援サービス（個別の支援を含む。）を障害
者が利用する機会を有すること。

c. 一般住民向けの地域社会サービス及び施設が、障害者にとって他の者
との平等を基礎として利用可能であり、かつ、障害者のニーズに対応し
ていること。 外務省(公定約)

この条約の締約国は、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ものとし、障害者が、

この権利を完全に享受し、並びに地域社会に完全に包容され、及び参加す
る ことを容易にするための効果的かつ適当な措置をとる。

①(障害者権利条約）
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第三条
第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的

人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障さ
れる権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならな
い。

一 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の
活動に参加する機会が確保されること。

二 全て障害者は、可能な限り、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こと。

三 全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段
についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段
についての選択の機会の拡大が図られること。

②障害者基本法(基本理念)

（地域社会における共生等）

内閣府(最終改正：平成二十五年六月二十六日法律第六十五号)

③障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律(略称：障害者総合支援法)

第一条
この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法、
知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉
法その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障
害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は
社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地
域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の
福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個
性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目
的とする。

（目的）
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③総合支援法
第一条の二

障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、

等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、
障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するた
め、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むため
の支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及び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こと並びに障害者及び障害児にとって
日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの
除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。

第四十二条 （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）

一 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（以下「指定事業者等」という。）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、市町村、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関その
他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害福祉サービスを当該障害者等の意向、適性、障害の特性そ
の他の事情に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。

二 指定事業者等は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、
障害福祉サービスの質の向上に努めなければならない。

三 指定事業者等は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害
者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

（基本的理念）

④児童の権利に関する条約(略称：児童の権利条約)

第二十三条
1.締約国は、精神的又は身体的な障害を有する児童が、その尊厳を確保し、自立を促進し及び社会
への積極的な参加を容易にする条件の下で十分かつ相応な生活を享受すべきであることを認める。
2.締約国は、障害を有する児童が特別の養護についての権利を有することを認めるものとし、利用可
能な手段の下で、申込みに応じた、かつ、当該児童の状況及び父母又は当該児童を養護している他
の者の事情に適した援助を、これを受ける資格を有する児童及びこのような児童の養護について責
任を有する者に与えることを奨励し、かつ、確保する。
3.障害を有する児童の特別な必要を認めて、2の規定に従って与えられる援助は、父母又は当該児
童を養護している他の者の資力を考慮して可能な限り無償で与えられるものとし、かつ、障害を有す
る児童が可能な限り社会への統合及び個人の発達（文化的及び精神的な発達を含む。）を達成する
ことに資する方法で当該児童が教育、訓練、保健サービス、リハビリテーション・サービス、雇用のた
めの準備及びレクリエーションの機会を実質的に利用し及び享受することができるように行われるも
のとする。
4.締約国は、国際協力の精神により、予防的な保健並びに障害を有する児童の医学的、心理学的及
び機能的治療の分野における適当な情報の交換（リハビリテーション、教育及び職業サービスの方
法に関する情報の普及及び利用を含む。）であってこれらの分野における自国の能力及び技術を向
上させ並びに自国の経験を広げることができるようにすることを目的とするものを促進する。これに関
しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。

(厚生労働省)
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⑤障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
(略称：差別解消法)

第一章 総則
（目的）

第一条
この法律は、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）の基本的な理念にのっとり、

全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が
重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を
理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における
障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差
別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相
互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする

内閣府（平成二十五年法律第六十五号）

⑥障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する
支援等に関する法律(略称：障害者虐待防止法)

第一章 総則 （目的）
第一条 この法律は、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するも

のであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を
防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の
禁止、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止等
に関する国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自
立の支援のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に
対する養護者による障害者虐待の防止に資する支援（以下「養護者に対
する支援」という。）のための措置等を定めることにより、障害者虐待の
防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権
利利益の擁護に資することを目的とする。

(厚生労働省)
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講演1
人生や生活場面における意思形成や決定の実際

どのように自己実現をしてきたのか

人生における意思決定のプロセスを学ぶ

講演1からの学び
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休憩
(10分)

その人らしい暮らしを実現していくために

講演2 支援者の役割、持つべき視点
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講演2からの学び

質疑応答
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意思決定支援の普遍主義

認知障がいを持った人々（知的ないし発達障がい、精神障がい、認知症、
後天的脳損傷その他、認知に影響しうる他の障がいをもつ人々）が、平
等に社会参加できるように、意思決定の手助けをすること。

• 意思決定のための支援は、日常的に我々すべてが利用するもので
あり、大なり小なり決定を下すために、周囲の人間や、入手可能な
情報、そして他の形の支援をみな使用する。

• かなりの量の支援を使う人々もいれば、より少ない支援を使う人も
いて、それは個々人のニーズや好みの違いに影響される

意思決定支援とは

相談支援(障害児者支援)の基本的視点(令和元年度相談支援従事者指導者養成研修 配布資料)

自立・自己決定の視点（意思決定支援）

どんなに重い障がいや困難があっても、意思決定を行う能力があると捉え、
環境を整え、自己決定に導く。

本人

重症心身障がいで反応がない
自傷他害を繰り返す
精神医療から抜けられない
アディクションが収まらない
犯罪を繰り返す
何度も約束を反故にする

権利侵害

自己決定

意思疎通（情報保障）
↓

意思形成
（人生全体の理解）
（選択経験の保障）

↓
意思表明（情報保障）

↓
意思実現（依存先の確保）

相談支援専門員

相談支援(障害児者支援)の基本的視点(令和元年度相談支援従事者指導者養成研修 配布資料)一部改変
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“Nothing about us without us”（私たち抜きに私たちのことを決めるな）

日本福祉大学権利擁護研究センター監修『権利擁護がわかる意思決定支援』より

• 権力者だからこそ、意思決定支援が重要になる

• “Nothing about us without us”とは、“勝手に自分たちのことを決めるな”と
いうメッセージではあるが、“自分たちだけで決めるぞ”というメッセージで
はない。

✓私を抜きに決めない

✓誰にも相談できない意思決定は存在しない

✓ 『自立しているけど、１人じゃない』

➡知的障がい者の親の会が作った意思決定支援のハンドブックのタイトル。

➡第三者である支援者ができることは、何か？

障害者権利条約策定の過程において、すべての障がい者の共通の思いを示すものとして使用された

(注１)

(注１)

令和元年度相談支援従事者指導者養成研修 配布資料(本人を中心とした支援におけるケアマネジメント及びコミュニティソーシャルワークの理論と方法)

意思決定支援の展開
「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

・意思決定支援を適切に進めるため、本人の意思の
確認・推定、最善の利益の検討の手順や方法につ
いて計画する。

・意思決定支援に参考となる情報や記録の収集先、
会議の参加者の構成、意思を表出しやすい場所や
日時の設定、コミュニケーション手段の工夫など、
必要となる事項の検討。

・意思決定を要する事項について本人から直接話し
を聞く、日常生活の様子の観察、体験の機会を通じ
た意思確認、関係者からの情報収集などを通じて、
本人の意思及び選好、判断能力、 自己理解、心理的
状況、これまでの生活史などの本人の情報、人的・
物理的環境などを適切にアセスメントする。

意思決定支援会議は、本人の意思を事業者だけで検討
するのではなく、家族や成年後見人などの他、必要に
応じて関係者などの参加を得ることが望ましい。
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相談支援の目的
① 本人のその人らしい地域での暮らし
1) 障がい者の地域生活支援
2) 障がい者の自立と尊厳の確保、社会参加
3) 意思決定への支援・権利擁護、

エンパワメント、リカバリー
② 障がいのある人を含めた誰もが暮らすことのできる
地域づくり

＝地域を基盤とするソーシャルワーク

ケアマネジメント手法においても変わらない。

リカバリーとは、「人々が生活や仕事、学ぶこと、そして地域社会に参加できるようになる過程であり、またある個人にとってはリカバリーとは障害があっても充実し生産的
な生活を送ることができる能力であり、他の個人にとっては症状の減少や緩和である」と定義(引用：国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター )
President’s New Freedom Commission on Mental Health：Achieving the promise: transforming mental health care in America-Executive summary of final report (Rep. No. DMS-03-3831). 
Department of Health and Human Services, Rockville, 2003.

令和元年度相談支援従事者指導者養成研修 配布資料(相談支援におけるケアマネジメント手法とそのプロセス)

注1

注1

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
実現をともに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。

• よって、すべての障がい者を対象としておらず、パワレスな
状況にある者に焦点を当てて、そこに向き合い、ともに考え、
権利侵害の状況から抜け出すことを支援する。

相談支援(障害児者支援)の基本的視点(令和元年度相談支援従事者指導者養成研修 配布資料)
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相談支援(障害児者支援)の基本的視点(令和元年度相談支援従事者指導者養成研修 配布資料加筆)

終結としてのセルフケアマネジメント
全面的ケアマネジメント 部分的ケアマネジメント セルフケアマネジメント

エンパワメント・アプローチ

アセスメントとは
• ケアマネジメントの作業全体をとおして何が最も大切かと問

われれば、それはニーズアセスメントである（野中1997）。

• アセスメントは、ニーズに関する情報を収集、分析、序列化、
体系化することを、ケアマネジャーと利用者が共同して行う
過程である（Hepworth & Larsen 1982）

➢アセスメントは、情報収集・整理だけではない。

➢収集した情報を支援者が評価・解釈・仮説することが大切。

➢本人に直接会って、話を聴く。

➢ニーズの確認、共有を行う。
令和元年度相談支援従事者指導者養成研修 配布資料(本人を中心とした支援におけるケアマネジメント及びコミュニティソーシャルワークの理論と方法)
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アドボカシーの視点（権利擁護活動）

ケースアドボカシーとクラスアドボカシー双方に通じ
て、高いレベルでその人らしい暮らしを実現する。

権利の代弁

セルフ
アドボカシー

ケースアドボカシー クラスアドボカシー

事業所

行政機関

自立支援協議会

市民アドボカシー 公的アドボカシー 法的アドボカシー

相

談

支

援

専

門

員

相談支援(障害児者支援)の基本的視点(令和元年度相談支援従事者指導者養成研修 配布資料)

リカバリーとは
何年も奮闘してきた私たちにとって
は、復元の話の流れは 真実を含ん

ではいません。私たちにとって、リカ
バリーは昔 の自分に戻るわけでは
ないのです。リカバリーとは、新しい

自分になるための過程です。自分
の限界を見つける過程なの です。

しかし、限界が新た可能性を広げ
ていくのを発見する 過程でもありま

す。復元ではなく、変化こそが私た
ちの道筋 なのです。

W.アンソニー

リカバリーとは、個人の態度や価値(本
人に とって大切なこと)、感情、目標、技

術や役割が変化していく過程のことで、
これはとても個人的で、人によって異な
る過程である。精神の病気による制限
があったとしても、何かに貢献し、 希望

にあふれ、満たされた生活を送る生き
方である。リカバリーには、精神疾患に
よる壊滅的な影響を乗り越え成長する
中で人生についての新たな意味や目標
が見いだされていくことが含まれる。

P.ディーガン

相談支援(障害児者支援)の基本的視点(令和元年度相談支援従事者指導者養成研修 配布資料)
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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

• 生活者の視点（QOLの重視）

• 本人主体の視点（本人中心）

• エンパワメントの視点（当事者による社会変革）

• 個別化の視点（個性の尊重）

• 自立・自己決定の視点（意思決定支援）

• アドボカシーの視点（権利擁護）

• チームアプローチの視点（他職種連携）

• 地域づくりの視点（コミュニティワーク）

【復習】

相談支援(障害児者支援)の基本的視点(令和元年度相談支援従事者指導者養成研修 配布資料)

まとめ
• 相談支援の目標は一人一人の幸福であり、本人のエンパワメントと権利擁護にあ

る。

• 本人主体の視点（本人中心）は、想いに沿った支援である。想いが見えなくてもそ
れを引き出すことから始める。

• 自立・自己決定の視点（意思決定支援）は、本人に意思決定能力があることを前提
にする。意思表示が困難でもそれを周囲の協力を得て確認する。

• そのためにエンパワメント・アプローチを基本に本人とのパートナーシップを形成す
る。

• アドボカシーの視点（権利擁護）は、社会の側に変革を求めていく支援である。偏見
や差別に対してあらゆる手段で対抗する。

• 本人が生きることの価値を感じていけるように、多様な人たちとの協働を常に模索
していく。

• 地域の社会資源について熟知している必要があり、そのネットワークを作るための
援助を行う。 相談支援(障害児者支援)の基本的視点(令和元年度相談支援従事者指導者養成研修 配布資料)
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(相談)支援を行う際に
大事にしていること、大事にしていきたいこと

書き出してください
経験の蓄積は貴重な財産ですが、
学び始めた時の感覚や意気込み、
熱意も大切だと思います。
今後、慣れや行き詰まりなどが
あった際に、基本に立ち返る
ために活用されてください。

・
・
・
・
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