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この講義の目的 

【目的】 

サービス提供の基本的な考え方を理解し、利用者中心のサービ 

ス提供を実施する。 

 

 

【内容】 

利用者（本人）主体、自立（自律）支援、エンパワメント、Ｉ 

ＣＦの障害構造、権利擁護、合理的配慮、専門性、チームアプ 

ローチ、連携等を理解し、個別支援計画作成、個別支援実施に 

おいて活用できること。 
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サービス提供の基本的考え方 

①本人の意向や家族の要望に基づく到達目標を設定しサービスを提供する。 

 
②利用者のできないことだけでなく、できること、強さに着目する。 
 
③到達目標を達成するための個別支援計画を作成する。 
 
④エンパワメントを高める。 
 
⑤関係機関との連携を図りながらサービスを提供する。 
 
 
 ※個別支援計画の作成は、利用者、相談支援専門員（計画相談担当） 
    サービス管理責任者、実際にサービスを提供する職員の職員等の 
  協働で行う。 
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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 

（基本理念）  

 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。 
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障害者総合支援法のサービス提供 
（地域生活モデル・本人中心の支援） 

住まい 
人間関係 

余暇活動 

働く・日中活動 

医療 

サービス担当者会議 
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支援を必要とする人々は、種々のハンディによる困
難を抱えているが、基本的には各種サービス等を主
体的に利用し、自分の人生を切り開いていく人 

福祉サービスを提供する際においては、利用者がそ
れらを主体的に活用して、人生を歩めるよう支援し
ていくことが重要 

人生の主人公は 

利用者本人 

１．利用者主体ということ 
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福祉サービスを提供する際においては、利用者がそ
れらを主体的に活用して、人生を歩めるよう支援し
ていくことが重要。 

 

○福祉サービスの利用においても、自分の人生は自
分で決めていくこと。 

○すなわち、その人の自立あるいは自律を尊重して
いくことが重要。 

自己決定の尊重・意思決定の支援 

２．利用者の自立（自律）ということ 
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自立生活運動(I.L)の自立理念 

朝起きて、着替えをして食事が終わるのに２時間か
かってしまい、出かけることができない人より、
15分で着替えさせてもらい、食事を介助しても
らって、仕事に行く人の方が自立している。 

自立＝一人ですること 
自立＝依存しても自分らしく生きる 
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障害者の自立とは 
 

■「自立（生活）とは、そこに住むか、いかに住む
か、どうやって自分の生活をまかなうか、を選択す
る自由をいう。それは自分が選んだ地域で生活する
ことであり、ルームメートを持つか一人暮らしをす
るか自分で決めることであり、自分の生活……
（日々の暮らし、食べ物、娯楽、趣味、悪事、善行、
友人等々）……、すべてを自分の決断と責任でやっ
ていくことであり、危険を冒したり、誤ちを犯す自
由であり、自立した生活をすることによって、自立
生活を学ぶ自由でもある。」 
 
 
 

  ■以上「リハビリテーションギャゼット」からの引用 
   （全国自立生活支援センターＨ．Ｐより） 

Gazette Internarional Networking 
Institute(GINI) 

4207 Lindell Boulevard,#110 
Saint Louis,Missouri 63108-2915 

USA 

TEL:314-534-0475 
FAX:314-534-5070 

E-mail:http//www.post-polio.org 
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●それまでの人的・社会的環境によって、主体的に
自らの力を発揮することが困難な状態、すなわちパ
ワレス（力を失った）な状況がある。 

●それぞれの強み（ストレングス：strength)に
働きかけて、本来持っている能力を十分に発揮で
きるような支援に心がける。 

●取り巻く環境の改善を行ったり、エンパワメン
トしていく過程で環境の改善につながったりして
いきます。 

３．エンパワメントということ 
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パワレスな状態 

１ 経済的不安定 

２ 政治的活動経験の希薄性 

３ 情緒的接触の欠如 

４ 批判的・抽象的思考訓練の欠如 

５ 身体的・情緒的 ストレス 

６ 学習された絶望感・無用感 

７ 意欲の欠如 

①障害に対する社会的偏見や差別 
②学校、教師等の無理解 
③障害の重度化 
④親や兄弟による過保護や過干渉 
⑤その他 

主体性の欠如 
 

自己決定？ 

パワレスな状態 
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ストレングスモデル 

ストレングスの視点とは、支援者が支援を必要とする対象者の弱点や問題点に焦
点をあて、その不足や欠点を補うのではなく、支援対象者が本来持っている潜在
的能力の強さ、良いところに焦点をあて、その強さを尊重し信頼することで、支
援対象者自身自らの力を信頼できるように支援していく視点をいいます。 

なぜ、ストレングスが必要か？ 

①弱点や問題点ばかりを言われると、前向きに取り組む力を失い、それが続くと
自尊心を失ってしまいます。 
 
②自尊心を失うと人は他者への怒りや反発にエネルギーを使うことが多くなった
りします。 
 
③人は自尊心を失い落ち込んでいるときには、自分自身の良いところが見えませ
ん。そのため、支援者は良いところを発見し伝えていくことがとても大切です。 
 
④自分の良いところを認めてもらったり、頑張っていることに対して共感的に受
け止めてもらえることで、人は物事をポジティブに捉え、前に進んでいく力が与
えられます。さらに自分で自分の強さを見出すことができるようになります。 
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エンパワメントとは 

＜パワレスな状態＞ 
○ 経済的状況、性別、国籍、障害 
  等によって、社会的に否定的な 
  評価を受けている 
○ 取り巻く環境によって、権利が 
  侵害されている 

○ 利用者とともに環境 
  に働きかける 
○ その視点は、エンパワメ  
  ントであり、利用者の 
       もっている力を引き出し、 
  強化する エンパワメント 

＝アメリカにおける 
 マイノリティ（黒人等の社会的に抑圧された人々） 
 が失っている力を強化していくことで、生活が弱体化、 
 無力化している人々を本来もっている力を回復・強化していく援助 

エンパワメント 

○ 自己主張や自己決定をし、 
  意欲的に生きていこうと 
  する力 
○ 個人レベルから社会変革 
  レベルまで働きかける 
  プロセス 

16 



social welfare corporation DOAIKAI 

   

エンパワメントとは 

買物へ行きたい 
（本人の思い） 

行く手立てがない 
（社会的制約） 

買物にいけない 

環境の変化 

居宅介護事業所
をつくる 
（移動支援） 
ボランティア等
を活用 

主体的に 
買物に行く 
（本人の力） 
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エンパワメントとは 

個人因子強化 

環境因子強化 

ストレングスの視点 
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サービス提供の基本的考え方 

初
期
状
態 

達
成
す
べ
き
状
態 

（
実
現
し
た
い
状
況
） 

利用者の望む生活が実現する
よう、支援を組み立てる 

（個別支援計画の作成） 

利用者の意向 

どのような
支援があれ
ば達成でき
るかの分析 

ストレングスの視点 

環境因子 
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エンパワメントの実践目標 
 

B.Solomon,Black Employment:Social Work in Oppressed 
Communities, Columbia University Press,P.6、1９76 

１ クライエントが自分の問題解決を目指していくとき、自分自身が主
導者であることを自認できるように援助する。 

 
２ クライエントが活用できる知識や技術をワーカーが保持しているこ
とを、クライエントが自認できるように援助する。 

 
３ ソーシャルワーカーはクライエントにとっての協力者、パートナー
であることを、クライエントが認めるように援助する。 

 
４ ソーシャルワーカーが威圧的な社会制度の負の影響を減少させる働
きをしていることを、クライエントが認めるように援助する。 
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リフレ―ミング 

起こったことに対してどのようなフレームを付けるかによって印象が変わります。 

21 

認知の枠組みを変える 
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事例１ リフレ―ミング  

22 
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事例２ リフレ―ミング  
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事例３ リフレ―ミング  

24 

半分しかない 

半分もある 

気持ちや感情が良い方向へ変わってくる 

喜び 
 
希望 

怒り 
 
不満 

気持ちや感情が悪い方向へ変わってくる 
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演習１ ポジティブリフレ―ミング  

頑固 

しつこい 

気性が激しい 

神経質 

ケチである 

日曜日に再飲酒してしまった 
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Activity 
  

活  動  

Participation  
 

参 加  

Environmental Factors 
環境的因子  

Personal Factors  
個人的因子  

Contextual Factors 背景因子 

Health Condition健康状態 
 （disorder／disease）（変調／病気） 

Body functions  
&Structures 

心身機能・身体構造  

４．ＩＣＦ国際障害分類の障害構造 
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ICF（国際生活機能分類）について 

①「健康状態」・・・疾病や体の変調、怪我、妊娠、高齢、ストレスなどの様々なもの 
          を含む広い概念。「ADHD」「脳性まひ」「低酸素脳症」「自閉 
          症」などの症状や、普段から関係するような心身の状態まで含ま 
          れます。 
②「心身機能・構造」・「心身機能」の問題、「身体構造」の問題をさします。感覚の特 
           徴や、体の構造（腕がまがらない）等をさします。 
③「活動」・・・・「活動」とは「行動」をさします。本人が実際に行っている「してい 
          る行動」、本人が能力的にできそうな行動である「できる行動」に 
          わかれます。 
④「参加」・・・・「参加」は社会的参加です。実社会への参加、学校への参加、学級へ 
          の参加、家庭への参加など、たくさんの参加が考えられます。 
⑤「環境因子」・・・「物的環境（道路の構造、階段や段差、建物の構造、交通機関、 
           車いすなどの福祉機器など）」「人的環境（家族、教師、友人、 
           周囲の人の障害者に対する意識など）「制度的な環境（総合支援 
           法などの法律、医療や介護などのサービスなど）」にわけること 
           ができます。これら環境によって、「障害」そのものはとらえ方 
           が大きく左右されます。 
⑥「個人因子」・・・その人の「個性」と考えられます。年齢、性別、民族、生活歴、 
           価値観、ライフスタイル、興味関心などです。   

27 
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• 虐待防止など障害者の人権を擁護していくこと 

• 自ら権利を擁護していくことに困難を抱える障害者の権利を
代弁していくこと 

 

 権利擁護（アドボカシー）の考え方を、 個別支援計
画の中に具体的に入れていくことが重要となる。 

 （自己決定及 び意思決定支援と関連する。） 

５．権利擁護（アドボカシー）ということ 



social welfare corporation DOAIKAI 

   29 

意思決定支援 

意思決定支援ガイドライン（平成２９年３月３１日 障発０３３１第１５号） 

意思決定支援の定義 

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思決定できる
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する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。 

意思決定を構成する要素 

１．本人の判断能力 
 
２．意思決定が必要な場面 
  〇日常生活における場面      〇社会生活における場面 
 
３．人的・物理的環境による影響 
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意思決定が必要な場面 ・サービスの選択 ・居住の場の選択 等 

本人が自分で決定できるよう支援 

自己決定が困難な場合 

                ○ 本人の意思決定に関する情報の把握方法、意思決定支援会議の開催準備等 

                ○ アセスメント ・本人の意思確認 ・日常生活の様子の観察 ・関係者からの情報 
                  収集・本人の判断能力、自己理解、心理的状況等の把握・本人の生活史等、 
                  人的・物理的環境等のアセスメント・体験を通じた選択の検討 等 

意思決定支援責任者の選任 
とアセスメント 
相談支援専門員・サービス管理責任者 
兼務可 

意思決定支援会議の開催 
サービス担当者会議・個別支援会議 
と兼ねて開催可 

  

本人・家族・成年後見人等・意思決定支援責任者・事業者・関係者等による
情報交換や本人の意思の推定、最善の利益の判断 

意思決定の結果を反映したサービス等利用計画・個別支援計画 
（意思決定支援計画）の作成とサービスの提供、支援結果等の記録  

支援から把握される表情や感情、行動
等から読み取れる意思と選好等の記録 

意
思
決
定
に
関
す
る
記
録
の 

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク 

○ 意思決定支援の流れ 
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社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表明が 
あった場合に、過度な負担になり過ぎない範囲で、
社会的障壁を取り除くために必要な便宜を提供して
いくこと。 

 

個々の合理的配慮は、個別性が高いため、
サービス提供における個別支援計画の作
成・実施のなかで実現していく。 

６．合理的配慮ということ 
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合理的配慮と考えられる例 
（厚生労働省・福祉事業者向けガイドライン）  

 
 事業者は、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要
としている旨の意思の表明があった場合には、次のような合理的配慮を提
供することが求められています。合理的配慮を提供する際には、障害者の
性別、年齢、状態等に十分に配慮することが必要です。  

 ここに記載する事例はあくまで例示であり、これに限られるものではあり
ません。また、事業者に強制する性格のものではなく、ここに記載された
事例であっても、事業者の事業規模等によっては過重な負担となる可能性
があるため、事業者においては、法、基本方針及び本指針を踏まえ、具体
的場面や状況に応じて柔軟に対応することが期待されます。 なお、合理的
配慮の提供に当たっては、個別の支援計画（サービス等利用計画、ケアプ
ラン等）に位置付けるなどの取組も望まれます。 
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  情報を共有し合い、一緒に、同じ目的に向かって

支援を探ることを通してチームワークが生まれる 

      （サービス担当者会議の場等を活用） 

 

   → 同じ方向を見る関係 

７．チームアプローチということ 
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チームアプローチということ 
（事業所内で支援会議） 

サービス管理責任者 

Ａ従業者 

Ｂ従業者 

Ｃ従業者 

Ｄ従業者 
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チームアプローチということ 
（地域のサービス担当者会議で） 

相談支援専門員 

Ａサービス管理責任者 

Ｃサービス管理責任者 

Ｂサービス管理責任者 

Ａ行政職員 Ｂ行政職員 

医療関係者 

心理職 

当事者・家族 
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サービス管理責任者の立位置 

サービス担当者会議
や事業所内の支援会
議を活用しながらサ
ビ管の様々な役割を
果たしていきたいわ 

サービス担当者会議 支援会議 

36 
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サービス等利用計画（障害児支援利用計画）と個別支援計画書 

本人 

相談支援専門員 
サービス等利用計画 

（障害児支援利用計画） 

本人の希望 
行政 

通所 

ヘルパー 

友人 

支援者 

家族 

S.S 

医師 

関係者 

学校 

就労 

本人 

嘱託医 

支援員 

専門職 

家族 

行政 
本人の希望 

サービス管理責任者 
個別支援計画書 

相談員 

入所 

ＧＨ 
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  施設や事業所内でのサービスだけでは
利用者のすべてのニーズには応えられて
いないことの限界を見極め、施設外の事
業者や関係機関との連携に踏み出す。 

   

   → ネットワークを構築 

８．連携ということ 
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個別支援計画は連携ツール 

  連携していくためには、共通言語と
しての個別支援計画が必要であること、
それを関係者が一緒に作っていくことを
認識する 

 

 →ツールを使いこなす 
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    施設外のさまざまな関係機関と連携して
支援するために、対等な立場で協働していく
ことは、多分野協働（interdisciplinary)とよ
ばれるが、その基盤となる専門性が必要とな
る。  

    → 普段からの研鑽 

  
 

９．専門性を高めるということ 

医療機関と連携する機会が多くなる 
医学的な知識、リハビリに関する知識等が必要 
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１０．個別支援計画の作成と実施に 
基本的な考え方の要素が常に含まれていること 

利用者（本人）主体、自立（自律）支援、エンパワメント、Ｉ
ＣＦの障害構造、権利擁護、合理的配慮、専門性、チームアプ
ローチ、連携等の様々な要素がしっかり押さえられ、含まれた
個別支援計画が作成され、実践に結びつけて行くことが重要。 
 
振り返りやスーパービジョンの視点でもある。 
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個別支援計画による支援
（PDCAサイクル） 

PLAN 
計 画 

ACTION 
対 応 

DO 
 実 行  

CHECK 
チェック 

マネジメント 

 サイクル 


