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ちょっとだけ自己紹介

• 10代までは京都、20代は大阪、ス
ウェーデン半年を挟んで30代は山梨

• 精神科病院でのフィールドワークを
皮切りに、脱施設研究、支援者・支援
組織の変革論、そしてコミュニティ
ソーシャルワークや地域包括ケアシ
ステムの研究・現場支援へと展開

• 内閣府障がい者制度改革推進会議
総合福祉部会元委員、自治体の高
齢者・障害者政策のアドバイザー等

• 福祉社会学、社会福祉学、福祉政
策・・・のboundary walker

趣味は山登りと
合気道（初段）



あなたはどちらの視点で見ている？
• 「○○法・制度・体制での現実」の分析

–法自体やその枠組みを自明で変えられないもの
（暗黙の前提）とし、「出された法・制度・体制の中
でどう今の現実・事業・問題に適用しようか」と考
える

–社会システム適応的視点（目の前のものを見る）

• 「法・制度・体制の枠組みや問題点」の分析

–制度や法内容を知った上で、その内容・説明を
「鵜呑み」にしない。「私や私たち、地域の皆が豊
かで自分らしく生きていける社会を作るためには、
どこが問題・ツボなのか？」という視点から、法や
制度、データを検討する

–社会システム構築的視点（鳥の目でものを見る）



「枠組み外し」とは何か？
『枠組み外しの旅―「個性化」が変える福祉社会』（青灯社、2012）

• 「どうせ」「しかたない」というフ
レーズは、自らの潜在能力の
最大化にとって最大の「蓋」で
あり、「呪縛」

• 「どうせ」「しかたない」とわ
かった振りをせず、なぜ「しか
たない」とされるのか、本当に
変容可能性はないのか、どう
すれば変える事が可能なの
か、を徹底的に考え続けるこ
と



「枠組み外し」とは何か？②

• あなたや僕の中に根ざした常識や社会通念そのも
のとの闘い（時として「反社会的」）

• 枠組み外しをし続ける中で、穴が空く瞬間がある。
絶対に変わらないと思っていた強固な常識の固い
岩盤が崩落し、その下に、別の新たな可能性を見つ
け出さす瞬間が訪れる

• この「個性化」を果たす中で、実はあなたや僕自身
が、より大きな社会の中で開かれていき、そこから
社会が少しずつ変わり始める。つまり、あなたや僕
自身の「個性化」を通じて、あなたや僕という一主体
が、社会を変える渦の発生源となることも可能なの
だ。



「枠組み外し」と「個性化」

• 「個性化の意味するところはただ、個人に与
えられた定めを実現するに至る心的発達過
程であって、換言すれば個人が本来そうであ
るように定められた個性的存在へと至る過程
なのである。」（ユング『自我と無意識』）

• 「社会を変える」前に、まず自らが学び直し、
変わる事が出来るか？

• 自分自身は何を実現したいか、どういう「定
め」なのか･･･という「私への問い」から、「どう
せ」「しかたない」を超える旅が始まる。



Christmas In Purgatory: A Photographic Essay On Mental Retardation (1965)



全制的施設(total institution)の中心的特徴

• 生活の全局面が同一場所で同一権威に従って送ら
れる。

• 構成員の日常活動の各局面が同じ扱いを受け、同
じ事を一緒にするように要求されている多くの他人
の面前で進行する。

• 毎日の活動の全局面が整然と計画され、一つの活
動はあらかじめ決められた時間に次の活動に移る

• 様々の強制される活動は、当該施設の公式目的を
果たすように意図的に設計された単一の首尾一貫
したプランにまとめ上げられている。

E・ゴッフマン（1961＝1984）『アサイラム－施設被収容者の日常世界』誠信書房

→標準化・規格化・合理化の「成果」！？



「施設神経症」

• 外界との接触の喪失（隔離）

• 何もしないでブラブラさせられることや責任感の喪
失（日常生活の剥奪）

• 暴力、おどし、からかい（様々な虐待）

• 専門職員のえらそうな態度（支援者による非人間
的支援）

• 個人的な友人、持ち物、個人的な出来事の喪失
（社会的関係の剥奪）

• 薬づけ（薬物による身体拘束）

• 病棟の雰囲気（非人間的な収容）

• 病院を出てからの見込みのなさ（夢や希望の剥奪）

「施設神経症－病院が精神病をつくる－」（ラッセル・バートン著、晃洋書房、1976＝1985）



「ほっとけない」「何とかせねば」の日本の現実

精神科病床数と平均在院日数の国際比較

人口１０００人あたりの精神病床
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１年未満
29%

１年以上５年未
満
28%

５年以上10年未
満
14%

10年以上15年未
満
8%

15年以上20年未
満
6%

20年以上
15%

１年未満

１年以上５年未満

５年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上

精神病床入院患者の状況 （平成１８年度版 障害者白書）



非人間的対応
スタッフによる人権侵害行為

話を聞いてもらえない

入院時の対応のひどさ

ハード面のひどさ

職員が金銭
を使い込む

虐待的
言動

人手不足に
よる放置

医者による
権利侵害

主治医と滅多
に会えない

相談したい人
に相談出来ない

病院や第三者に
実情を伝えたい

必要な時に
入院させてくれない

強制入院時に
感じたショック・屈辱

非人間的な
大部屋

空調や臭い、
建物の古さ

アメニティの
なさ

様々な権利の剥奪
管理的処遇

退院・外出の制限

金銭管理を自分で
させてもらえない

プライバシーが
守られない病棟・職員

使役労働
保護室処遇
の問題

過剰投薬
通信・面会
の制限

医療保護入
院への疑問

任意入院の
閉鎖処遇

保護者の
意見優先

出たい
のに・・・

地域に戻っても・・・
「諦め」

病気に疲れ果てた。
退院したくない。

入院・治療・退院への不信・不安・不満
治療や入院への説明
不足・納得出来ない

病院や治療へ
の不信感

退院時の
支援不足

家族の無理解
受け入れ拒否

周囲からの
差別・偏見

社会資源
の不足

精神病院内の現実

保証人や
住宅不足

NPO大阪精神医療人権センターによせられた「入院患者さん
の声」 （http://www.psy-jinken-osaka.org/koepast.htm）の内容分析

院内での様々な拘束・制約



ノーマライゼーションの育ての父

ベンクト・ニィリエ（Bengt Nirje：1924-2006）

2004年1月、ウプサラのベンクトさんのご自宅にて



「ほっとけない」の具現化としての
ノーマライゼーションの８つの原理（1969年）

1. ノーマライゼーションの原理は、知的障害者に一日の
ノーマルなリズムを提供することを意味している。

2. ノーマライゼーションの原理はまた、ノーマルな生活
上の日課を提供することでもある。

3. ノーマライゼーションの原理はまた、家族とともに過ご
す休日や家族単位のお祝いや行事等を含む、一年
のノーマルなリズムを提供することを意味する。

4. ノーマライゼーションの原理はまた、ライフサイクルを
通じて、ノーマルな発達的経験をする機会を持つこと
を意味している。



ノーマライゼーションの８つの原理（1969年）

５， ノーマライゼーションの原理はまた、知的障害
者本人の選択や願い、要求が可能な限り十分
に配慮され、尊重されなければならない。

６， ノーマライゼーションの原理はまた、男女が共
に住む世界に暮らすことを意味する。

７， 知的障害者ができるだけノーマルに近い生活
を得られるための必要条件とは、ノーマルな経
済水準が与えられることである。

８， ノーマライゼーションの原理で特に重要なの
は、病院、学校、グループホーム、福祉ホーム、
ケア付きホームといった場所の物理的設備基
準が、一般の市民の同種の施設に適用される
のと同等であるべきだという点である。



障害の医学モデル 障害の社会モデル

障害とは 個人に起こった悲劇
障害者個人の問題

社会的差別や抑圧、不平等
社会の問題

核 機能回復 権利

価値 均質性・差異の否定 多様性・差異の肯定

視点 障害者のどこが問題なのか
「変わるべきは障害者」

社会のどこが問題なのか
「変わるべきは社会」

戦略 機能的に“健常者”になることで
の自立
統合・同化（障害者が社会に適
応する）
リハビリテーション

障害者のままで自立
社会変革・インクルージョン、エ
ンパワメント、社会運動、自立生
活運動、権利擁護運動

障害者 治療の対象 変革の主体

社会 物理的環境 構造と制度、人々の関係

重要な
分野

医療 権利、行政、制度、経験、社会開
発、市民運動

出典：久野研二・中西由起子著『リハビリテーション国際協力入門』三輪書店、74頁



「パラダイムシフト」による価値転換

• 通常科学的研究では、パラダイムによってすでに与え
られている現象や理論を磨き上げる方向に向かう。

• 発見は、変則性に気付くこと、つまり自然が通常科学
に共通したパラダイムから生ずる予測を破ることから
始まる。次に、その変則性のある場所を広く探索する
ことになる。そして、パラダイム理論を修正して、変則
性も予測できるようになってこの仕事は終わる。

• 科学革命という時、それはただ累積的に発展するの
ではなくて、古いパラダイムがそれと両立しない新し
いものによって、完全に、あるいは部分的に置き換え
られる、という現象である。

出典：トーマス・クーン『科学革命の構造』みすず書房



パーソナル・アシスタンス制度とは
• パーソナルアシスタンスとは（「骨格提言」より）

– １)利用者の主導(支援を受けての主導を含む)による ２)

個別の関係性の下での ３)包括性と継続性を備えた生活
支援である。

• パーソナルアシスタンス制度の創設に向けて、現行
の重度訪問介護を充実発展させる。

• 対象者は重度の肢体不自由者に限定せず、障害種
別を問わず日常生活全般に常時の支援を要する障
害者が利用できるようにする。また、障害児が必要
に応じてパーソナルアシスタンス制度を使えるように
する。

• 重度の知的障害や重複障害のある人の地位生活の
切り札となる！



参考：スウェーデンのPA①
－重度障害者の自分らしい生活の土台－

• 本人やその家族が雇用者になり、本人のペースで、納
得のいく介護を選択（「当事者管理の原則」）

• 週20時間以内は市自治体から、20時間以上の介護費
は国の社会保険事務所から支払われる

• ＧＨ利用者ではなく、自立生活者に最大で24時間365日
の個別介護保証

• コミュニケーション、食事、排泄、衣服の着脱の４つの基
本的ニーズが満たされない人へのサービス

• 1時間あたり約3000円程度の介護料（実際の介護者の
手取りの時給は1500円程度）



参考：スウェーデンのPA②
ＪＡＧ協会の実践より http://www.jag.se

• 自分の受ける支援をコントロールするのが難
しい利用者が協同組合を作って質の担保を

• 330人のメンバーを2500人のＰＡと20人の常
勤職員が支える

• メンバーの9割が先天的な重度障害を持つ

• メンバーを支える後見人とサービス保証人

• 週168時間介護には5人のフルタイムのＰＡ
が中心となり、病欠・休暇時には臨時のＰＡが

• ＰＡの契約は協会と行うが、「○○さんのＰＡ
をするために」という条項が入っている



参考：スウェーデンのPA③

ＪＡＧ協会の「サービス保証人」制度

• 介護の最終保証人－ＪＡＧ協会独自の制度

• 本人の自己決定と安全を保証－他のＰＡに
対するスーパーバイズの役割

• 家族がなる場合が多いが、中にはベテランＰ
Ａの場合も

• ボランタリーな関わり・・・1時間あたり150円
程度の賃金、だがそれも協会に寄付する人
が大半

• 家族との同居もあるが、一人暮らしをする場
合も



参考：スウェーデンのPA④

ＪＡＧのやり方

• ＮＰＯ団体。行政とはつかず離れず、の距離

• 理事会の議決権はメンバーのみ。だが、実務
的な決議は後見人が行う

• ＳＴＩＬと非常に近いミッションを持つＮＰＯ。だ
が、「自分の意志を誰かが“代わりに”表現す
る」か否か、でＳＴＩＬとは議論になる。

• スウェーデン政府からの補助金を受け、介護
者獲得のためにＴＶのＣＭ。



支援者達がケア
のあり方を決定
する、という従来
のケア構造

ユーザーとサービス保証人が
協働決定者となり、JAG協会
が雇用主となった上で、パー
ソナルアシスタントを雇う、と

いう新しいやり方。



「与える（＝詰め込む）」と「引き出す」

出典：『リハビリテーション国際協力入門』（三輪書店）



与えるのではなく、引き出す

• 与える思想･･･知識や技術を習得しているも
のが一方的に伝授し、無知な人間は黙って
我慢してそれを受け取れば良い

• 引き出す思想・・・相手の物語を伺った上で、
自らの物語と交錯させながら、相手の潜在的
能力を引き出し、可能性開発に乗り出す

• 与えられる知識は固定的。だが、流動的な現
実社会を乗り切る智慧は、常に動的。

• 「対話」の中から、お互いの「どうせ」「しゃあな
い」を超えた可能性の相互開発のチャンス



「専門家」の「立ち位置」は抑圧的？

Werner & Bower (1982) Helping Health Workers Learn: Hesperian Foundation



支配と支援の関係

• 入所施設や精神病院に分離して、その中で管理す
る、という福祉国家的な支援は、我が国でもようやく
終焉を迎えようとしている

• ただ、場所を施設から地域に移しても、支援者が管
理・誘導する「支配的関係」を取るなら、ミニ施設化
されるだけ

• 求められるのは、本人と様々な人々が「かかわり合
う」可能性を、相談支援が後押しする「支援的関係」

• 支援者の常識や偏見を当事者に「当てはめ」「指
導・助言」するのは「支配的関係」。当事者の思いや
願い、本音を引き出し、「生きる苦悩」に寄り添い、
そこから成長や変容可能性を一緒に探し出そうとす
るのが「支援的関係」。



従来の「専門職的」アセスメント

集団的サービスの観点

ジョージはどういう人間か 彼の必要とするニーズは何か

・精神年齢は４歳３ヶ月
・ＩＱは３０以下
・機能障害の症状（視覚、閉
鎖性、消極的、過度の単純性
、絵画表現の上達が困難）
・短気で、職員に対して激怒
しやすい

・子ども向けのプログラム
・世間からの保護
・単純作業の習得
・非障害者とは異なる訓練
・閉鎖性や消極性に取り組む
専門職員
・短気な性格を制御できる環
境
・治療し自己管理に改善が見
られたら地域生活可能



先のアセスメントと、どう違う？
出典：「ＰＣＰ（本人を中心に据えた計画作り）－研究、実践、将来の方向性－上巻」

（ホルバーン・ビーツェ編著、中園・武田・末光監訳、相川書房、p17）

他との相互関係重視の観点
ジョージはどういう人間か 彼の必要とするニーズは何か

・４０歳の男性で貴重なよい経
験が少なく真の仕事を持たない
・収入が少なく貧しい
・孤独な人生を送ってきた
・広い世界との接触がない
・自分の人生設計に対する発言
権がない
・新しい技能習得が他より困難
・母親に子ども扱いされている
・彼の支援者の生活に変化をも
たらすことのできる明るい善人

・豊富な経験
・真の仕事
・収入
・地域への所属
・地域住民との人間関係の
確立
・友人
・将来のビジョンと支援者
・代弁者
・学習のための多大な支援
・彼を成人扱いする多くの人
・彼と一緒に楽しめる人



いわゆる「暴力行為」で考えてみる①

「客観的」「常識的」視
点のあてはめ

本人の内在的論理に
寄り添った視点

目標 「暴力を振るう人が悪い」という
普遍・客観の視点を押しつけ、
態度変容させることが目標。

その人はなぜ「暴力を振るう」の
か、という具体・個別の物語を理
解した上で、それに変わる物語
を形成しなおすことが目標

視点 「暴力を抑止する」という「唯一の
正解」に向けて動く。その正解に
従わない対象者は自己責任か
不幸。

「暴力を振るう」理由は社会的に
構成される。だから、その解決に
向けて単に注意すれば正解とい
う訳ではなく、対象者一人ひとり
によって正解は多様だし、その
人と周りの人が向きあう中で、問
題は変容する。

重視 「暴力を振るわなければそれで
良い」という「常識」への囚われ

「本人とのかかわり合い」という
偶然の出会いを続ける中での可
能性に賭ける



「客観的」「常識的」視
点のあてはめ

本人の内在的論理に
寄り添った視点

方法 医療化と専門分化（強度行動障
害、重度の自閉症、○○障
害・・・だから、という類型化）

変容可能性と未分化（何が困っ
ているのかに目を向け、受け入
れる柔軟性）

着目 「支援者の言うことを聞かない
人・癇癪を起こして暴力を振るう
人はオカシイ」という時代・文化・
社会関係を無視した冷たい視線

特定の時代・社会の中で、その
人がどのような人間関係を作る
中で、個人の内部にどんな変容
があったかに着目

実践 社会的逸脱や偏見で見られてい
たものを「認知症」「性格の歪み」
のせいにして、地域社会から排
除する実践

本人からみた「問題」に関する語
りを読み解き、周囲と本人が共
同で新しい自己物語を構成して
いく実践

いわゆる「暴力行為」で考えてみる②

☆支援で必要な視点とは、右と左のどっち？なぜ？



人々の「語り」を重視するナラティブ

理論 ナラティブ

目標 普遍・客観の理論の生成 具体・個別の物語を形成

視点 唯一の正解がある

「問題」「病気」は自己責任か
個人的な不幸

正解は多様だし、変容する

「問題」「病気」は社会的に構成され
ている

重視 必然的な法則性 偶然の可能性

方法 医療化と専門分化 変容可能性と未分化

着目 時代・文化を越えた（生物学
的な）人間

特定の時代・社会

個人の内部

個人と周りの人間関係

実践 悪から病気への再定義

→社会的逸脱や偏見の対象
を「○○病」「○○障害」として、
治療可能なものにする

ナラティブセラピー

→セラピストとクライエントが共同で
新しい自己物語を構成していく実践

出典：野口裕二著『ナラティヴの臨床社会学』勁草書房より（一部改変）



「病気・障害」ではなく、同じ人間としての

「生きる苦悩」に目を向けること

• バザーリア： 「病気ではなく、苦悩が存在するの
です。その苦悩に新たな解決を見出すことが重
要なのです。・・・彼と私が、彼の＜病気＞ではな
く、彼の苦悩の問題に共同してかかわるとき、彼
と私との関係、彼と他者との関係も変化してきま
す。そこから抑圧への願望もなくなり、現実の問
題が明るみに出てきます。この問題は自らの問
題であるばかりではなく、家族の問題でもあり、
あらゆる他者の問題でもあるのです。」

（出典：ジル・シュミット『自由こそ治療だ』社会評論社、p69)



「生きる苦悩」に寄り添う支援とは

• 「取るべき責任と、取れない責任」の峻別

–病院、施設、医師、看護師、ソーシャルワーカー
などの「専門家」や家族が「取れるはずのない責
任」を担わされて、疲弊してはいないか？

– しわ寄せは、最も立場の弱い患者・利用者に！

–ご本人が本来「取るべき責任」をどうすれば取れ
るようになるか、の教育的支援・関わりも大切

– 「○○だから無理」（＝出来ない100の理由）で終

わらせず、「地域の中で生きる苦悩を減らす」為
の「出来る１つの方法論」を模索する

– 「自由放任」ではなく、関わり方を変えること！



「生きる苦悩」に寄り添う支援とは②

• 「かかわり合い」で相互変容する生命現象

–当事者の「成長」や「変容可能性」を信じ続ける

–時間をかけて「かかわり合う」中で、信頼関係を
構築し、本人と支援者双方の自信を快復する。

–指導型の支援から、寄り添い・伴走型の支援へ

–日本の制度・予算的現実の中で、支援や治療関
係が権力関係に歪められている（そうなりやすい
）現実への自覚。そして、支援者がプロとしての
誇りを取り戻す支援関係へ。

• 専門家主導から当事者主体へ



ストレングス（強み）を掘り起こす

1. 精神障害者は、自分の人生を取り戻し、再生し、改
善させることが出来る。

2. 個人の欠点ではなく強み（ストレングス）に焦点が置
かれる。

3. 地域社会はその人の使える資源のオアシスとして
捉えられる。

4. 利用者は「援助プロセス」の監督役である。

5. ケースマネージャーと利用者の関係は根本的であ
り、本質的である。

6. 支援の仕事の第一義的な現場は地域の中にある。

出典： C.Rapp and R.J.Goscha (2006) “The Strengths Model (second 
edition)” Oxford University Press



「物語再生」の伴奏型支援で重要な事

1. 本人の話をよく聴いた上で、ご自身の人生を取り
戻し、再生し、改善させる「捉え直し」のお手伝い

2. ご本人、家族、支援者、ボランティア、行政・・・の
強み（ストレングス）を活かせているか？ 悪口や
個人の欠点の批判に終始していないか？

3. 地域社会はその人の使える資源のオアシスとして
徹底的に活用する事ができているか

4. ご本人の決定（監督）権を尊重し、それを活かす
支援が行えているか？

5. 支援者と本人が信頼関係でつながり、同じ方向を
目指した協力関係が築けているか？

6. 家と居場所の往復、で閉ざされず、そこから地域
の中で試行錯誤できる体験につながるか？



支援者に求められるパラダイムシフト

• 「反－対話」的な一方通行の「専門家支配」か
ら、「対話」に基づき相手の「内在的論理」を
知り、関わり合う支援関係と相互変容へ

• 専門家による標準化・規格化可能な「正解」
から、ローカル・ノレッジに基づく「その現場で
成功する解決策」としての「成解」へ
– 「成解」：特定の現場において当面成立可能で受容可能
な解（矢守克也『防災人間科学』東京大学出版会）

• 「正解」を上意下達的に伝える「専門家」から、
「成解」をチームで共に考える「協働者」へ



地域福祉実践での「バカの壁」(養老孟司)

• 「どうせ」「しかたない」の壁・・・先入観・思い
込みを絶対化し、その枠組みを外さず、「出
来ない100の理由」を述べてはいないか？

• 専門家支配の壁･･･当事者・住民への「指導・
助言」の範囲に収まらないと、「わがままだ」「
人格障害だ」と切り捨ててはいないか？

• ＜マイノリティ憑依＞の壁（佐々木俊尚）･･･当事
者を「神」の位置に高め、その「代弁者」として
、それ以外の人々を糾弾してはいないか？

→自分自身がどのような「眼鏡（立ち位置・考え方）」
に囚われているか、に自覚的であるか？



権利擁護とは何か？

• 定義：「権利に関わる法的・政治的な諸問題に関し
て、個人や仲間がエンパワメントする(支援を活かし
て、自分で選んだ、自分らしく生きる力を高める)こと
を支援する一定の方法や手続きに基づく活動」

• 二つの側面
– 「権利救済」戦略(事後救済）・・・その権利を規定する法が
存在し、その法の現在の運用や解釈等を活用することに
よって、その権利を一定擁護することが可能である場合
に行う権利擁護戦略

– 「権利形成・獲得」戦略（事前予防）・・・その権利を規定す
る法が未整備あるいは不十分で、現行法及びその現在
の運用や解釈では権利を擁護することが困難な場合に
行う権利擁護戦略

北野誠一（2002）「権利擁護」佐藤久夫・北野誠一・三田優子編著『福祉キーワード
シリーズ 障害者と地域生活』中央法規, ｐ20-23より



障害者支援における権利擁護

• 「権利救済」側面（事後救済）
–虐待防止法や成年後見制度などに準拠

–だが、起こってしまったトラブルや事件の解決に
関しては、取りうる責任はかなり限定的

• 「権利形成・獲得」側面（事前予防）
–本人が、「諦め」を乗り越える支援は重要

–無力化(dis-empowerment)された（支援が活かさ
れず、自分で選べず、自分らしく生きる力を否定さ
れてる）個人の話を「聴く」事が、最大の役割

–その上で、聴いた内容を解決するだけでなく、自
分自身や自組織の質の向上にどうつなげるか？



専門家主導 利用者主導

専
門
家
主
導

①弱者保護・虐待
介入

→「最善型」

(Best Interest)

③主張や訴えの保
護・促進

→「権限付与型」

（Enabling)

利
用
者
主
導

②機能を強化させ
るサービス創造

→「利用者中心型」

(Client-Centered)

④セルフ・アドボカ
シー→「消費者主導
型」 （Consumer-

Controlled)

権利擁護の四つの側面

出典：Freddolino他 (2004) A Differential Model of Advocacy in Social Work Practice 

Families in Society 85(1) 119-128 より (一部改変）

権
利
擁
護
活
動
の
主
導
権
（方
法
）

権利擁護の達成目標に関しての主導権（結果）



専門家主導型の権利擁護

専門家主導

専
門
家
主
導

①弱者保護

→虐待事例への
介入や成年後見
制度の活用による
支援

利
用
者
主
導

②機能強化へ
サービス創造

→本人中心のケア
マネジメント

• 「弱者」をどう支援するか
(Best Interest)

• 「専門家支配」の危険性

• ①「騙される」、形でしか
「自己表現」出来ない人
のSOSに向き合えてい
るか

• ②サービス当てはめ型
のケアマネジメントでは
なく、本人のエンパワメ
ントに繋がるプランニン
グか？

結果

方
法



当事者主体を導くための権利擁護支援

• 可能性開発（Enabling)

• ③：「どうせ」「仕方ない」と
諦めていた「本音」を引き
出し、「○○したい！」を引
き出す支援

• ④：認知症、ターミナル、
ALSでも人間らしく生きる

ための「わかちあい」「とき
はなち」「ひとりだち」支援

• 障害福祉の支援者が③や
④の当事者中心型支援に
関われている？

利用者主導

専
門
家
主
導

③主張や訴え
の保護・促進

→「本当は○○
がしたい！」

利
用
者
主
導

④セルフアド
ボカシー

→当事者（会）の
エンパワメント支
援

結果

方
法



セルフアドボカシー支援とは

• 目標：あなたが自分のために発言し、自分の人生に影
響を与える決定に参画出来るよう力をつける
(empower)ことである。

• セルフアドボカシーの４つのステップ

– (1)自分が望んでいるもの（課題）は何かを定める

– (2)実践計画を立てる

– (3)その計画を実行する

– (4)得られた結果を評価する
（出典：INTRODUCTION TO SELF-ADVOCACY, Disability Rights California)

• このうち最も大切なのは、１のプロセス。対象者が「諦
め」を超えて、夢や希望を持つためのプロセスの共有
と応援が最重要。



「問題」＝「あるべき姿」ー「現実」
• ご本人が望む「あるべき姿」と、ケアや支援を受けて
いる「現実」の間に納得出来ない落差があるから、不
満や訴え（問題）として、言語や身体で表現する。

• であれば、その「問題」の現実に耳を傾けるだけでな
く、どういう理想（あるべき姿）を描いておられるのか、
もじっくり聴く・推測して検証する事が入口

• 多くの場合、解決は担当者一人だけでは無理。でも、
ご本人（家族）が考える「問題」と「あるべき姿」がわか
れば、チームで取り組める解決方策が見つかる。

背景
（現実）

プロセス
（問題）

結果
（あるべき姿）

出典：Glasby&Dickinson (2008) Partnership working in health and 

social care, Bristol: The Policy Press. （一部改変）



①内なる契機
本人の諦め（がまん）
させられている夢・希望・
目標・自分らしさ・

仲間で助けあう力・成熟
する力・自然治癒力等

②外なる契機
様々な社会資源・

支援関係
トレーニング・プログラム

③外なる契機
職務上の要請

利用者からの要請

④内なる契機
支援者の志向性・関心

資質・可能性
偏見・恐れ・弱さ・諦め

【当事者】

【支援者】

当事者中心
のケアプラン

支援者
可能性開発

支援者の変化が
本人の変化へと
つながるか？

支援者が変わる
契機となる
支援計画か？



【当事者】

【支援者】

当事者中心
地域支援計画

地域で暮らす
当事者の変革

「諦め」からの解放

客体としての
当事者の
内なる契機

「諦め」（我慢）状態

社会資源
創出

セルフ・アド
ボカシー支援

ソーシャル・
アクション

当事者発の
支援者教育

制度・政策へ
当事者参画

支援者
個人の変革

「諦め」から
の解放

ネットワーク
作りへ

当事者の
想いを知る

所属する
組織の変革

「学習する
組織」へ

理念・目的

の問い直し

支援者
変革を支援

個人の変革を組織
的変革の原動力に

支援者の燃え
尽きを防ぐ
バックアップ

支援者
可能性開発

【支援目標】
諦め→希望
卑下→誇り
不安→安心
我慢→主張

援助対象者→主人公

支援者の価値転換



学び：フィードバックに基づく行動変容
• 学びの3段階プロセス

– ①自分の行為のすべてを注意深く観察せよ

– ②人の伝えようとしていることを聞け

– ③自分のあり方を改めよ

• ①支援者が自らの言動を「注意深く観察」する中
で、「内省」が出来ているか？

• ②支援対象者との「対話」を通じて、自分が何を
「わかっていないか」に気づけるか？

• ③「わかったふり」をせず、「わらかないこと」を誠
実に支援する側・される側が共に探求できる
か？

詳しくは→安冨歩『ドラッカーと論語』東洋経済新報社に



セルフアドボカシー支援とは？
『権利擁護が支援を変える -セルフアドボカシーか虐待防止まで』（現代書館）

• セルフアドボカシー（SA)とは、

自分（たち）自身による権利
擁護のこと

• 自身の当たり前の暮らしを
自分で守れない状態に構造
的に追い込まれた人が、権
利擁護の必要な人

• 単に金銭管理、ではなく、ご
本人の「思い・願い」に基づく
支援が必要不可欠

• 「出来る一つの方法論」の追
及こそ、SA支援の大原則



権利擁護が支援を変える

• 事後救済型から事前予防型への転換

• 虐待防止や本人中心ケアマネ、だけでなく、当
事者エンパワメントやセルフアドボカシー支援に
携われるか？

• 支援者に求められるのは、説得重視の専門家
支配から納得をもたらす当事者中心への、支援
の「枠組み外し」の旅

• セルフアドボカシー支援に求められる多職種協
働のチーム支援と役割分担

• 意思決定支援において、本人・家族・支援者の
「取るべき責任・取れない責任」と役割分担は？



意思決定支援と障害者権利条約
• 「他の者との平等を基礎にして」(on an equal 

basis with others)の持つ意味とは？
• 意思決定支援において語られる12条（法律の前
にひとしく認められる権利）は、19条（自立した生
活及び地域社会への包容）とセットで考えるべき
課題。

• 成年後見制度は、意思決定支援における一つ
のツールであり、権利擁護とイコールではない、
という点。これが、12条と抵触するのであれば、
変える必要がある。

• 大切なのは、「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」を実現する手段として
の意思決定支援である、という点。



意思決定支援と障害者権利条約②

• 当事者主体に基づく権利擁護の観点から見
れば、12条の「法的能力の行使に関連する措

置が、障害者の権利、意思及び選好を尊重
すること、利益相反を生じさせず、及び不当な
影響を及ぼさないこと」が気になる部分

• 意思決定支援者は、自らの「権力行使」に自
覚的か？ 判断基準の独善性・恣意性を
チェックできる仕組みがあるか？

• 重度障害者だから、Best Interestの支援で十
分なのか？ Enablingに携われる部分は？



自立支援と権利擁護

• 「自立支援」は、支配（＝与える）ではなく、支援
（＝引き出す）のはず

• 「自立は、依存先を増やすこと。希望は、絶望を
分かち合うこと」（熊谷晋一郎）

• 意思決定支援においても、自己表現が苦手な
（支援者に理解されづらい）当事者の「絶望」を
分かち合える依存先（＝支援チーム）をどう増や
せるか、が鍵。

• 意思決定の支援者は、方法論やその正否を常
に対象者やチームから学びながら、フィードバッ
クに基づく行動変容が出来るか、が大きな課題。



自立支援と権利擁護②

• 自己決定支援に関わる４つの視点：「権利」
「地域生活」「関係性」「支援プロセス」（木口
恵美子）

• 地域生活・・・入所施設や精神病院も「仕方な
い」のか？

• 関係性・・・支配or支援？

• 支援プロセス・・・与えるor引き出す？

• 権利・・・現状を「変えられない（どうせ・しかた
ない・今の日本では・・・）」で済ますのか？

→意思決定支援における「枠組み外し」とは？


