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ソーシャルワーカーの実践モデル 「実践モデル」とは、「クライエントが抱える課題（問題）の捉え方」

治療モデル： 足の機能障害に焦点を当てた場合には、支援としては、
障害を克服することで、事故前の標準的な状態を目指すことになる。
→適切な治療を受けられる環境整備であったり、リハビリ体制の確保
等が計画される。

生活モデル： 従前の仕事であった営業職に復帰できないことに焦点
を当てた場合には、支援としては、自立歩行ができないという障害その
ものが克服できなかったとしても、事故前と同様な、社会人としての生
活を取り戻すことを目指すことになる。 →テレワークを活用した営業の
環境整備であったり、移動を可能にする車いすの確保が計画される。

ストレングスモデル： Ａさんが持っているスキル（強み）を活かすことに
焦点を当てた場合、支援としては、交通事故を起こす前のＡさんの生
活様式や周囲の価値観にこだわらず、Ａさん個人が既に有している潜
在的な長所（利点）を活用することで、新しい生活スタイルをＡさん
自身が創り上げていけるように、必要となる様々な環境整備を行ってい
くことになる。

＜事例＞
交通事故で、足の機能障害

が残ったＡさんは、これまでの様
に、自立歩行することが出来なく
なった為、通勤することも従来の
仕事であった営業職に復帰する

ことも難しくなった。
その為、Ａさんは社会生活に

復帰する希望が持てず、全ての
ことにやる気を失ってしまった。
Ａさんの支援担当になったＢ

ソーシャルワーカーは、必要な支
援計画の立案に取り掛かった。
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３つのモデルを理解する

治療モデルは、課題や問題・病理や障害に焦点
を当て、個人に対する直接の因果関係を見つけ、
原因を解消することで課題の解決を目指す。

生活モデルは、人と環境の相互関係に焦点を当
て、その調和を保つ、もしくは環境への適応能力
を高めることで、課題の解決を目指す。

ストレングスモデルは、人や環境の「強み」「能力」
に焦点を当て、その利点を最大限に引き出すこと
で、課題の解決を目指す。

これら３つは、古い順に、治療モデル、生活モデ
ル、ストレングスモデルとなる。過去のモデルが書き
換えられたのではなく、現在においても、共存して
実践場面で活用されている。
クライエントの生活課題に対し、どのように向き合
い、どのように課題解決を目指そうとしているのか、
支援の組み立て方は、課題の捉え方によって、
課題解決に向けたプロセスは大きく違ってくること
になる。

新型コロナウィルス感染症対策および緊急事態宣言によって、私たちは、ある種の生活課題に対応せざるを
得ない状況にあります。生活課題は人それぞれです。課題解決に向けた優先順位もまた、人それぞれだという
ことを私たちは忘れてはならないのです。ここには、個人の価値観・人生観が大きく影響されます。
私たち成年後見人等は、「意思決定支援」という支援の形で、これからは個人の尊厳の保持をしていかなけ

ればなりません。誰にとっての、何のための「成年後見制度」であるのか、真の「最善の利益」とは何かを考えな
ければなりません。
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対人援助とは
対人援助の基本は交互作用。対人援助実践には相互交流が不可欠

相互交流を手立てとした実践は、お互いの存在を関与させながら交わされるコミュニケーションの循環
を媒介とした交互作用を基盤として行われる。

・人的環境、
（自然環境を含む）

・物理的環境
・制度的環境

など

・心身の健康・機能
・対人関係の力
・知識や経験

・意欲や動機づけ
など

交互作用

人 環境

ソーシャルワーク

・個の力を高める
・環境側の力を補う
・個人と環境の関係性を調整する

支援者
クライエ

ント
相互交流

※相互交流には「相談援助面接」の力が必要

支援者がクライエント
の問題ばかりではなく
「人となり」やその人
の「こころ・気持ち」に
も支援者の身体を寄
せないとクライエント
が生きている世界に
添った理解には届か

ない
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クライエントを取りまく支援システムをとらえる視点

社会資源 制度 専門情報

本人 家族

専門家
集団

地域
文化

実習生・ボランティア

ＣＭ
ソーシャル
ワーカー

同僚

上司
組織→

利用者

近隣者

知人友人

支援ネットワーク1
支援ネットワーク２

地域

クライエントをとりまくさまざまな環境との関係
支援者とクライエントの関係性や支援者をとりまく環境（組織や社会資源）との関係

福山和女編著２００５参考に筆者作成
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コミュニケーション 相談援助の基礎となる技術
言語的コミュニケーション 非言語的コミュニケーション

カウンセリング カウンセリング・マインドを相談援助に生かす
①傾聴 ②励まし ③言い換え ④要約 ⑤質問（閉ざされた質問・開かれた質問）
⑥明確化 ⑦積極技法（助言・情報提供・説明・自己開示等）

ソーシャルワーク 社会福祉専門職として生かす技術、複雑な状況を分析し、 かつ、個人、組織、社会、さらに文化
の変革を促すために、人間の発達と行動、および社会システムに関する理論を活用する。

①ケースワーク ②グループワーク ③コミュニティワーク
ケアマネジメント ソーシャルワークの基本技法

①入り口の段階 ②アセスメントの段階 ③ケース目標の設定と居宅サービス計画作成の段階
④居宅サービス計画実施の段階 ⑤モニタリングの段階

生活場面面接 相談援助は生活場面そのもの
①利用者・家族の生活行為の直後に対応する
②問題状況を離れた後に対応したり解釈を深める
③問題が起こりそうなとき予防的に対応する ④危機場面における情緒的な応急対応措置

相談援助の手法
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コミュニケーション

面接におけるコミュニケーション

待つ

聴く
理解
する

反射
する

非言語的コミュニケーション
①身体表現を用いた

・視線
・目
・アイコンタクト
・姿勢
・表情
・あごの角度

②音声を用いた
・話し方
・声量
・声の調子

③環境を利用した
・距離
・位置
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カウンセリングマインド
カウンセリング：「言語的および非言語的コミュニケーションを通じて健常者の行動変

容を試みる人間関係」
カウンセリングマインド：「非専門家がカウンセリングの理論や技法を職場、授業、

育児、社交などの分野に生かそうとするこころ」

カウンセリングマインドのキーワードを３つ

・尊敬 － 人それぞれいろいろな違いはあるが、
人間の尊厳に関しては違いがないことを受け
入れ、礼節を持って接する態度

・共感 － 相手の関心に関心を持つこと（感情のコン
トロールを伴って）

・勇気 － 困難を克服する活力
8



ワンダウンポジション

カウンセリングではワンダウンポジションという技法がある。
治療者がクライエントよりも、一段下位の立場をとること。

「よく知らないので教えてください」のような姿勢がそれにあたる。ワンダウンポジションの位置からの関
わりによって、相手の主体性を引出せる。

逆に言うと、援助者は関係性において、放っておくと上の立場になってしまうので、それだけで、相手
に威圧感を与えていたり、相手の力を奪っている。

自発的に相談に訪れる相談者との「イーブン（対等）」の関係に比べると、相談意欲が極めて低
い訪問現場の利用者との関係性は、むしろ援助者の「ワン・ダウンポジション（一段下がった立
場）」で始まる。まずは，利用者が抱える不安や警戒心を解くことから始めるといった認識を得るこ
とを目標としたい。
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ソーシャルワーク
人を理解する方法論：システムアプローチ

問題の対象をシステムと捉えて、その問題に対してシステム的な方策によって解決する手法の
こと。 より簡単に説明すると、部分ではなく全体を、要素だけでなくその繋がりや関係性を重視
した問題解決手法ということ。

問題を抱えるその個人を「問題を抱えた人」と見るのではなく、家族間の相互作用パターンも含
めて総合的に見て行く。

原因を追及し、構成員の特定の誰かを悪者にすることはなく、相互作用として働いている関係
性やシステムを変えるために、家族の一人ひとり、援助者に変化して貰えるように働きかける。

マッピング技法のジェノグラムやエコマップ

姉
2年前死亡

６
６68

主治医

ケア
マネジャー

○○訪問介
護事業所

地域包括支
援センター

△△訪問介
護事業所

□□訪問看
護事業所

従
妹

本
人

姉
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ソーシャルワーク
人を理解するための方法論：ストレングスモデル（エンパワメントアプローチ）

本人が大切にしている人やものや活動は何だろう

1980年代後半より提唱。強さや能力に焦点を当てようとするモデル。クライエントを主体として強
調し、強さを見出し、それを意味づけしていくことを重視する。クライエントのナラティブ（物語）が
重視され、主観的、実在性が強調される

本人が興味を持っていることは何だろう
本人がやっていると楽しいと感じる事は何だろう
本人が実現したいと願っている夢や目標は何だろう
本人が得意としていること、才能、特技は何だろう
本人が自信があることは何だろう
本人の支援者は誰だろう
支援者が本人といっしょにやると楽しめる活動は何だろう

11

ケアマネジメント
ケアマネジメントはソーシャルワークの援助方法

ケアマネジメントとは：「対象者の社会生活上でのニーズを充足させるため適切な社会資源と
結びつける手続きの総体」

ケアマネジメントの目的：複数のサービスを長期間にわたって利用する必要のある人に、より
総合的にサービスを提供すること。要援護者の地域生活を支援することだけでなく、要援護
者の自立を促進すること

ケアマネジメントにおける支援とその原理：
高齢者の自立を支援し生活の質（QOL）をたかめること
対象者の社会生活援助の原理

① 社会生活の全体性
② 社会生活の継続性
③ 社会生活の個別性
④ 社会生活の地域性

ケアマネが
持たねばな
らない価値

要援護者の

自己決定

要援護者の

尊厳
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援助者は面接室の面接ではなく、実生活場面での面接があります。 生活場面面接とは実生活の場
面で、面接を行うこと。 この面接手法の利点としては利用者が直面する実生活上の問題をその場で
援助者はより具体的に把握することができ、援助者自身からも積極的に利用者に働きかけて問題点
を発見していくことが可能。 このためには援助者は利用者自身に対して立案されたサービス計画を把
握し、 計画に沿った形で意図的に援助を行うことが求められる。

1．観察

2.  質問

開かれた質問と閉じられた質問の組合せ

3.  援助者の意見

4．認知症高齢者（障がい者）等への問いかけの工夫

5.  意思決定の支援

生活場面面接
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援助過程のパラドックス

主体… 「～する人」 自発的な立場

客体… 「～される人」 受け身的な立場

本人は援助される人

支援者は援助する人… 主体は？

本人の主体性を尊重すると支援者は主体であってはならない

本人の意思・A、支援者の判断・B

二者関係において、一方が主体になると他方が客体になってしまうというシーソー現象が成り立っている。

Ａ 支Ｂ

保護

判断

意思

パターナ
リズム

自立自律

権利擁護
A

bＢ

意思尊重とは（本人中心主義）
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意思決定支援における対話（情報の非対称性）

本人の意思=A と援助者の判断＝B との食い違い、「A かB か」という発想は、
パターナリズムと同じ無時間モデルに基づいている。
無時間モデルとは：もうすこし長い目で見れば、こんな選択はしないだろうと思うがど

うしても、短期的に結果を出るほうを選んでしまうことが失敗につ
ながることが多い。

対話（ダイアローグ）・対話とは「手間」と時間をかけること

本人 A → A´ → A´´ ・・・

A´´´
援助者 B → B´ → B´´ ・・・
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支援者の業務と「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」

「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」が、令和2年10月30日公表されました。

＜ガイドラインの趣旨・目的＞

後見人を含め、本人に関わる支援者らが常に、「意思決定の中心に本人を置く」という本人中心
主義を実現するため、後見人等に就任した者が、意思決定支援を踏まえた後見事務等を適切
に行うことができるように、何が後見人等に求められているかの具体的なイメージを示すもの。

＊専門職後見人はもとより、親族後見人や市民後見人を含めている

＊中核機関や自治体の職員等においても執務の参考となる

＜後見人として意思決定支援を行う場面＞

本人にとって重大な影響を与えるような法律行為及びそれに付随した事実行為(例）施設への入
所契約など本人の居所に関する重要な決定を行う場合など（ただし、その他の局面においても、意
思決定支援が適切にされているかについて、後見人としてチェック機能を果たすことが求められる。
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背景（様々な意思決定支援ガイドライン）
＜本人主体への転換＞

障害者権利条約の批准： 障害（認知症）が個人に在るというこれまでの障害観を転換し、障害（認知症）が、

社会と環境の中に存在するものであるというパラダイムの転換

「障害者」「高齢者」が人権の主体であることを明白にし、人間の多様性への配慮を怠ってきた社会、その構造に対して、不便を強いられてき
た人たちが訴える権利を持つのだという強いメッセージ

＜利用しにくい制度＞

（1）意思決定支援や身上保護等の福祉的視点が不十分。本人の意思尊重が軽視されている

（2）財産保全が重視され積極的に利用するという視点が弱い

（3）後見偏重： 必要にせまられて利用する状況にある。保佐レベルの人も後見類型に

（4）不祥事が多い

＜成年後見制度の利用促進に関する法律と成年後見制度利用促進基本計画により利用しやすく＞

成年後見制度利用促進基本計画（平成２９年３月２４日閣議決定）においては、後見人が本人の特性に応じた適切な配慮を行うこと
ができるよう、意思決定支援の在り方についての指針の策定に向けた検討を行うこととされています。利用者がメリットを実感できるような制度・運
用となるには、意思決定支援の考え方に沿った後見事務が行われる必要がありますが、成年後見制度利用促進専門家会議においても、そのた
めには、後見人による意思決定支援の在り方について、具体的で実践可能な指針が策定される必要があるという認識が共有されました。
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1997

2006

2007

2011

2013

2014

2016

2017

2018

2019

―医療― ―障害者― ―高齢者―

医療法改正
インフォームド・コンセントの理念

障害者権利条約
採択・署名

終末期医療の決定プロセスに関する
ガイドライン

障害者基本法改正

障害者総合支援法施行

障害者権利条約批准

成年後見制度利用促進法施行

成年後見制度利用促進基本計画

人生の最終段階における医療・ケアの
決定プロセスに関するガイドライン

（改正）
身寄りがない人の入院及び医療に係る
意思決定が困な人への支援に関する

ガイドライン

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 認知症の人の日常生活・社会生

活における意思決定支援
ガイドライン

新オレンジプラン

第23条 国及び地方公共団体は、障害者の意思決定の支援に配慮し
つつ、障害者及びその家族その他の関係者に対する相談業務、成年
後見制度その他の障害者の権利利益の保護等のための施策又は制度
が、適切に行われ又は広く利用されるようにしなければならない。

特に全国どの地域においても必要な人が成年後
見制度を利用できるよう、各地域において、権
利擁護支援の地域連携ネットワークの構築を段
階的・計画的に図る。本人の特性に応じた意思
決定支援を行うための指針の策定等に向けた検

討や検討の成果の共有・活用を行う。

オレンジプラン

各ガイドラインの趣旨は様々であるが、いずれのガイドラインにおいても、本人への支援は、
本人の意思（自己決定）の尊重に基づいて行う旨が基本的な考え方として掲げられている

意思決定支援を踏まえた
後見事務のガイドライン

が公表された

2020

意思決定支援の在り方についての指針の策定
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成年後見制度の利用促進に関する法律と
成年後見制度利用促進基本計画により利用しやすく
2016（平28）年4月 成年後見制度の利用の促進に関する法律の公布

2017（平29）年3月 成年後見制度利用促進基本計画の閣議決定

（1）利用者がメリットを実感できる制度・運用への改善

① 財産管理だけでなく、意思決定支援・身上保護を重視

身上監護・生活支援型の成年後見、それにふさわしい適切な後見人の選任

② 本人の生活状況等を踏まえた適切な支援

適切な能力判定とそれを可能とする診断書の在り方の検討、本人情報シートの作成

（2） 支援を必要とする人を早期に発見し、ニーズとそれにふさわしい支援方法を見いだし、適切な後見支援が行わ
れるよう援助するしくみ。

  〇 権利擁護支援の「地域連携ネットワーク」 〇 中核機関の設置  〇 チームによる支援

（3）不正防止の徹底と利用しやすさとの調和 19

直営又は委託

地域連携ネットワークのイメージ

家庭裁判所

協議会

中核機関

医療・福祉関係団体

市町村

弁護士会・司法書士会
・社会福祉士会等

民生委員・自治会等
地域関係団体

地域包括支援
センター

社会福祉協議会

都道府県

民間団体・ＮＰＯ等

金融機関

≪地域連携ネットワークの役割≫
権利擁護支援の必要な人の発見・支援
早期の段階からの相談・対応体制の整備
意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体
制の構築

≪地域連携ネットワークの機能≫
・広報機能、相談機能、利用促進機能、後見人支援機能、不正防止効果

後見人等本人
（認知症高齢者）

後見人等

ケアマネジャー 相談支援専門員

障害福祉
サービス事

業者

医療機関

チーム

介護
サービス
事業者

医療機関

本人
（障害者）

チーム

・相談対応
・チームの支援
・協議会の開催
・家裁との連携
・後見人受任者調整等の支援 等

連携・支援

20



演習①

後見監督人等
は、地域連携
ネットワーク図の
どこに入るでしょ
うか？
（個人ワーク１分）

この図を書き入れてみてください。

市民後見人の場合は社会福祉協議会等が法人で後見監督
人を担います。

※現在、「後見監督人が行う監督事務」のあり方が検討され
ています。総合支援型監督（定期確認型・個別課題型）な
ど、不正防止の観点のみならず後見人支援の役割が期待さ
れています。
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直営又は委託
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援体制の構築

≪地域連携ネットワークの機能≫
・広報機能、相談機能、利用促進機能、後見人支援機能、不正防止効果

後見人等本人
（認知症高齢者）

後見人等

ケアマネジャー 相談支援専門員

障害福祉
サービス事
業者

医療機関

チーム

介護

サービス事
業者

医療機関

本人
（障害者）

チーム

・相談対応
・チームの支援
・協議会の開催
・家裁との連携
・後見人受任者調整等の支援 等

連携・支援後見監督人等後見監督人等

22



本人 後見人等
ケアマネ
ジャー

チーム

介護
サービス
事業者

医療機関

課題を
抱える
本人

医
師

Ｓ
Ｗ

後
見
人

家
族

Ｃ
Ｗ

看
護
師

協働体制の変化

新しい協働の概念ではシステム理論を使い、クライエントが家族とともにチームの一員として参画することを促す。そのために
は、円の中央から移動させ、クライエントを家族等とともに、チームに配置する。このチームは、円の中央に取り組むための課
題や状況や状態を置き、それに対して皆がそれぞれの立場から取り組む対策を提示する。人と尊厳との関係（福山）。

課題
状況
状態

医
師

Ｓ
Ｗ

後
見
人

家
族

Ｃ
Ｗ

看
護
師

本
人

出典：ソーシャルワークの理論と実践の基盤、P.88引用、一部改変

旧協力体制 新協力体制
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チーム（意思決定支援）のイメージ
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意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドラインのポイント
１．専門職後見人だけでなく、親族後見人や市民後見人のすべての成年後見人等を対象と

していること

２．本人中心主義の実現のために後見人等に求められている後見事務について、

具体的に記載されていること

３．意思決定能力の定義

意思決定能力 ＝ 本人の個別能力 ＋ 支援者側の支援力

本人が「できる・できない」ではなく、支援を尽くしたかどうかが問われていること

４．意思決定支援の基本原則を７つにまとめていること

５．後見人が行う権限の行使は、意思決定支援のプロセスを踏まえたうえでの代行決定

であること

６．意思決定支援のプロセスに後見人がどのように関わるかを詳細に記述するために、５つの様式

（アセスメントシート）を提示していること

「意思決定支援」と
「代行決定」を明確
に切り分けている。
さらに「代行決定」に
も「最善の利益」の
前に、個別的な「本
人の意思の推定」と
いうプロセスを明示
していることが大き

な特徴である。

24



意思決定支援ガイドラインの基本的な考え方
１ ガイドラインにおける意思決定支援の定義

意思決定支援とは、特定の行為に関し本人の判断能力に課題のある局面において、本人に必要な情報を提
供し、本人の意思や考えを引き出すなど、後見人等を含めた本人に関わる支援者らによって行われる、本人が自
らの価値観や選好に基づく意思決定をするための活動。

（意思形成支援、意思表明支援を中心とする。意思実現支援は本ガイドラインには含まれないが、後見人等によ
る身上保護の一環として実践される）

「代行決定」とは明確に区別される

２ ガイドラインにおける意思決定能力の定義
意思決定能カアセスメントの方法

支援を尽くしたといえるかどうかチーム内で検討。

意思決定能力は、あるかないかという二者択ー的なものではない。

意思決定能力は、支援の有無や程度によっても変動する。

本人に意思決定能力がないと決めつけることなく意思決定に必要な

４つの要素を満たすことができるように、後見人等を含めたチーム

全体で支援をすることが必要。

情報の理解 記憶保持

比較検討 意思の表現

意思決定能力の4つの要素
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意思決定支援ガイドラインの基本的な考え方
３ ガイドラインにおける意思決定支援及び代行決定のプロセスの原則とアセスメントシート
（１）意思決定支援の基本原則

第１ 全ての人は意思決定能力があることが推定される （様式１）

第２ 実行可能なあらゆる支援を尽くさなければ、代行決定に移ってはならない （様式１・様式２）

第３ 不合理にみえる意思決定でも、それだけで意思決定能力がないと判断してはならない （様式１・様式４）

（２）代行決定への移行場面・代行決定の基本原則

第４ 代行決定に移行しても、明確な根拠に基づき合理的に推定される本人の意思（推定意思）に基づき行動する （様式３）

第５ ①本人の意思推定すら困難な場合、又は②見過ごすことのできない重大な影響を生ずる場合、後見人等は本人を最大限尊

重した、本人にとっての最善の利益に基づく方針を採らなければならない （様式４・様式５）

第６ 第５の最善の利益に基づく代行決定は、これ以上先延ばしにできず、かつ、他に採ることのできる手段がない場合に限り、必要

最小限度の範囲で行われなければならない （様式４・様式５）

第７ 一度代行決定が行われた場合でも、次の場面では第1原則に戻る （様式５）

26



意思決定支援ガイドラインの基本的な考え方

４ 後見人等として意思決定支援を行う局面

原則として、本人にとって重大な影響を与えるような法律行為及びそれに付随した事実行為の

場面に限られる

＊ただし、一般的に日常的な行為と評価されるものでも、本人にとっては日常的ではいえない場合もあり得るので、
個別の判断が必要である

①施設への入所契約など本人の居所に関する重要な決定

②自宅の売却等、法的に重要な決定

③特定の親族に対する贈与・経済的援助を行うなど、直接的には本人のためとは言いがたい支出

をする場合等

＊医療行為の同意など、権限を有していない局面における意思決定支援に関しても、後見人等として関与することが求められる
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意思決定支援の前提として
「信頼関係の構築」

① 本人を知る
② 特性を知る

認知症・知的障害・精神障害・発達障害等
③ コミュニケーション方法を知る

「人的・物的環境整備」が求められる
① 人的環境整備

周囲の人の態度や関係によって、本人の意思決定は影響を受ける
尊重する態度、信頼関係、関係性への配慮

② 物的環境整備
物理的環境や時間帯等によって、本人の意思決定は影響を受ける

慣れた場所、一番力を発揮できる時間帯

日常の生活支援が重要な役割を占める
特定の課題が生じてから、いきなり意思決定支援をするのは容易ではない
→ 日頃から、本人が自ら意思決定をすることができる支援体制が整備されていることが必要

28



東京都育成会権利擁護支援センター
連続勉強会「法人がお金を預かる意味」報告書 より一部引用

障害者グループホームの利用者は「自分でお金をやりくりしたい」という気持ちより、自分の月々の小遣
いがちゃんともらえるか、またその小遣いを自分がどのように使うのか、という点を強く意識している様子
がうかがえた。これは本人が自分の金銭を世話人、障害者グループホームに預ける方法のみを「自分
が安心できる金銭管理の方法」と考えている可能性が高く、「自分が管理すると無駄遣いをするので
引き続き世話人に預けたい」という意識によるものであろう。

〇「お金」は、「自分のやりたいことを実現する道具」でもある。

「無駄遣い」を保証できる金銭預かりの支援を行うことで上手に「失敗」を経験できる可能性もある。
「上手に失敗する経験」を通じて「何が不適切なのか」ということを知ることは、人が生きていくうえで
大変、重要である。これは本人とお金の関係でも同様ではないか。

支援者が預かり金を保全することだけに意識を強めていくと、本人たちが「自分で考えてお金を使う」
機会が減る、または考えることがなくなっていく傾向にある。支援者から伝えられる「1日1000円ね」
「週末に一週間分○○円渡すね」ということのみ考えるようになり、自分の暮らし全体に目を向けに
くくなるのは知的な障害のある人の特徴ではないか。
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意思決定支援の具体的な方法
ソーシャルサポートの機能別６分類とそれらのサポートを提供するのに必要な技術 （Wills,1985）

※「ソーシャルサポート」とは、本人の周りにいる他者から得るサポート、人間関係がもたらすサポート
サポート機能 サポート機能の説明 必要な技術

自己評価サポート 自分の能力・社会的価値・仕事での能力
に疑いをもったときに有効に働く。自分
がマイナスに考えていた自己像の側面を
打ち明けることで、自分の評価を再度高
めることが出来る

・相手の話を注意深く聞くこと（傾聴）
・相手の話に、感情・事実の反射
・共感、安心、愛着、尊敬の提供
・再保証
・自己開示
・非審判的態度の保持

地位のサポート 自分が何等かの役割を果たしていること
で得られるサポート

・相手に役割を与えること
・役割を果たしている相手を認めること

情報のサポート 問題の本質、問題に関係している資源に
関する知識、代替的な行動に至る道筋に
関する情報を提供すること

・適切な情報ネットワークを持っていること
・相手のニーズに見合った情報を見つけだすこと

道具的サポート 実際的な課題に対する援助の提供 ・相手に必要な具体的な援助力を持っていること（お
金・労働力・時間等）

社会的コンパニオン 共にいる、出かけるなどの社会活動のサ
ポート

・コンパニオンとして使える時間の所有
・相手にとって重荷にならないこと

モチベーションのサ
ポート

根気よく何かを継続したり、解決に向
かって進んでいけるようにモチベーショ
ンを高めるサポート

・励まし
・努力の結果と予測との再保証
・将来の希望を見つけ相手に伝えること
・フラストレーションの対処の方法
・共に頑張ろうというメッセージの伝達

出典：渡部律子「高齢者援助における相談面接の理論と実際第2版」ｐ.43
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情報提供が情報サポート
になるためには、

①ニーズに合ったもので
あること

②相手の理解力に合っ
たものであること

③相手が利益を得るもの
であること

④新たな解決策が見え
ること。



注意しなければいけないこと（ネガティブソーシャルサポート）
「いろいろな人からサポートは受けている」けれど、それがかえって「本人を苦しくさせる」、「身動きをとれなくさせている」こともある。

意思決定支援においても同様のことがいえる。たとえば、自己決定の強要ということが存在する。

自己決定が重要だと考えるために、自己決定をさせなければならないと考えること

自発性を尊重することにこだわりすぎてこちらの要求を何も伝えられなくなること

自己決定するためにはこちらから提案をしなければならないと考えて提案を押し付けてしまう、ということ

エンパワメントの強要

誰かを力づけ支えようとすればするほど、支えられた人は自分で支えようとする力を失ってしまう（アディクション）ということ

過剰なサポートで、本人が自分自身の存在意義を見いだせなくなり「自己評価」を下げたり、実際にできることが次第にできなくなる

＜ネガティブソーシャルサポートにならないようにするために＞

「今、私が行っている支援は、本人にとってどのような役割を果たしているのか」というように、常に自らの行っている支援の意味を問いかけること

サポートとは、互恵性を持つものだという意識も必要。一方的にサポートを受けるだけでなく、サポートを受けた側も相手に対して何らかの

サポートをする（お返しをする）。互恵性の高いサポートは、互恵性の低いサポートよりも、満足度やサポートの効果は高い。
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面接技術
面接技術 要点

傾聴 ・意識を集中させ、利用者の語ることを「聴く」・「聞いている」ことを言語・非言語コミュニケーションの両方を用いて伝える・能動的傾聴
（適切な質問や促しによって話を引き出して聴く）も重要

反射 ・事柄の反射は 感情以外の部分、語られた事柄をある程度まとめて相手の言葉を使いそのまま返す
・感情の反射は 話し手が表した感情を指摘することで、どう感じていたかを相手に気づかせること

言い換え ・感情以外の事柄を意訳する技法

要約 ・利用者が語った重要部分をくり返し、短くまとめ、具体化して相手に返す

解釈 ・利用者が述べた事柄の意味を理解する

明確化 ・利用者が語ったことをより明確にして示す
・利用者が話したことを援助職者が正しく聞いたかを確かめるための反応

促し ・相手の話を促すことを目的に行う

リフレーミング ・物事を見たり考えたりする「フレーム」（枠組み）を、自己否定的（悲観的）なものから自己肯定的（楽観的）なものへと切り替え
て伝えること

フィードバッグ ・利用者が他者や面接者からどのように見られているかについて情報を提供すること

くり返し ・否定・肯定・解釈を一切入れないで利用者の話したことをそのまま述べる

保証 ・利用者の今までの頑張りを認めていくこと

再保証 ・過去の出来事に抱いている罪悪感や後悔の苦しみを和らげるために、面接者が「良い方向に自分と生活を変えることができ
る」と再保証すること

共感（共感的理解） ・思考的に理解するのではなく、自分の感情で「わかろう」とすること
・利用者の感情を丁寧に共感的理解し、理解しようとしていることを利用者に伝えることが不可欠 32



傾聴

傾聴では何を聴くのか

客観的な情報（Ex．社会経済的な地位や状況、健康
状態、家族構成や家庭環境、抱えている問題の内容な
ど）

＋

内面的で情意的な側面（Ex．問題についてどのように悩
み、苦しみ、また自分のことや状況をどのように受けとめ、感
じ、さらに今後何をどのようにしていきたいと思っているのか、
など）

↑

言語・非言語表現、感情や気持ち、それらの意味を汲み
取る

傾聴ではどのように聴くのか

クライエントの客観的情報（Ex．社会経済的な地位や状況、健
康状態、家族構成や家庭環境、問題の内容など）

＋

クライエントの内面的で情意的な側面（Ex．問題についてどのよう
に悩み、苦しみ、自分や状況をどのように受け止め、感じ、何をどの
ようにしていきたいと思っているのか、など）言語的表現、非言語的
表現、感情や気持ち、それらの意味など

↓ 

傾聴と応答によって、人は自分の中にある考えや感情を自分のもの
としてしっかりともち、確認できるようになり、それらを活用することがで
きるようになる。

困りごとを聞くことより「何やりたい？」と聞くことで、
そこから困っていることが見えてくる（丹野智文）
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①クライエントからのメッセージが発せられる

②全身の表情と言葉を援助者の身体に入れる（受け止める）

③援助者の身体からメッセージが発せられる

共
感
的
理
解

相手が生きている世界に寄り添う
相手が生きている世界
相手の理論

援助者のろ過機能を働かせる
援助者の価値観や理論から離れてみる

で感じたり
考えてみる

＜受容・共感的理解＞から<自己決定を支える基盤を整え、支える＞ための援助の構造

言葉や全身の表情で
クライエントに働きかけるａ

・
反
射
・
繰
り
返
し
・
促
し

応
答

ｂ

・
反
射
・
言
い
換
え
・
効
果
的
な
質
問

明
確
化

ｃ

・
環
境
・
言
語
と
非
言
語
の
不
一
致

観
察

ｄ

↑
考
え
る
材
料
素
材
を
渡
す

（
状
態
の
理
解
・
認
識
へ
の
手
当
）

・要約・反射・保証・サポーティブな情報提供
・身体によるサポート（身体ケア、手を握る等）
・自己の提供（時間の共有）

・プレゼンテーションと情報サポート

ａｂｃの過程で
情緒面の手当てをして
クライエントの心身の土
台を整えていく

・
再
保
証

・
事
実
の
反
射

・
感
情
の
反
射

否定的な感情や両面感情
もくみ取りながらポジティ
ブな面に目を向ける

モチベーションをあげるｄ

援助者から今後の方向性、ゴール、
具体的な解決方法の提示

ｆ

クライエントからの方向性の提示又はｆ

クライエントの自己決定へＧ

現実直視・現実と直面するためのサポート
・対決
深い気づきへの働きかけ
・フィードバック・<自己開示・解釈>・論理的帰結

必要な
場合は

アセスメント ニーズのすりあわせ

治療的踏み込み

共
通
認
識
か
ら
自
己
決
定
へ

表現された訴えの背後にある
問題の本質を洞察し、つかむ

状況を把握しながらクライエントの置かれて
いる状況を理解していく

①～③、ａ～ｅまでの循環過程で様々な技法が螺
旋状に駆使されて自己決定に進む

出典：奥川幸子「身体知と言語」
図4より、一部改変

理解したことを言葉で伝えるe （援助者も引き受ける）

ｄ

・
保
証

（
自
尊
ニ
ー
ズ
へ
の
手
当
）

自
己
評
価
の
サ
ポ
ー
ト

情
報
サ
ポ
ー
ト
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ガイドラインによる意思決定支援の
プロセス （支援チームによる対応）

【意思決定支援のための環境整備】

日常的な事柄につき本人が意思決定をするこ
とができる支援がされているという環境の整
備が必要

・本人のエンパワメント
本人が、自らの意思を他人に尊重されたという
経験を得て、日頃から自尊心や達成感が満たさ
れていることが重要

・支援者側の共有認識・基本的姿勢
各支援者が、本人の意思決定を尊重する基本的
姿勢を身につけておくことが必要

【意思決定支援の具体的プロセス】（様式1）

①支援チームの編成と支援環境の調整
ⅰ支援チームの編成
・福祉関係者の責任において行うことを想定
・本人の思いや意思が反映されやすいチームとする（メンバー
には、本人の意思を汲もうとする姿勢が求められる）

ⅱ支援環境の調整・開催方法等の検討
・メンバーは、ミーティングの趣旨や留意点を理解する
・本人にとって適切なミーティングの在り方を検討する
（日時・場所や参加者等）

ⅲ本人への趣旨説明とミーティング参加のための準備
ⅳミーティングの招集
・進行管理に責任を持つ者が関係者を招集

②本人を交えたミーティング
・主催者は、事前の調整を踏まえて設定されたテーマやルールに
沿って会議を進行

・本人に対し、本人の特性を踏まえつつ、状況を分かりやすく
説明しながら、本人の意思や考えをできる限り引き出す

・誘導にならないよう気をつけながら、本人が現在採り得る選択
肢を示す

③意思が表明された場合
・意思決定能力について特段疑問がない限り、
本人の意思決定に沿った支援を行う
※意思決定能力：個別の意思決定に際し､支援を受けて
自らの意思を自分で決定することのできる能力

意思実現
の支援
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ガイドラインによる代行決定のプロセス（支援チームによる対応) チャート図参照

代行決定アプローチ（様式5）
本人にとっての最善の利益を検討し，後見人が代行決定を行う

本人の意思の確
認が困難

決定を
先延ばし
できる

決定を
先延ばし
できない

意思決定
支援を
続ける

意思決定能力アセスメント（様式2）
支援者が意思決定支援を尽くしているかも併せ、対象となる意思決定に関し、⑴理解、⑵記憶保持、

⑶比較検討及び⑷表現の４要素を検討し、その時点で本人が意思決定をすることが困難かどうかを判断する

本人には，その時点で，その課題について
意思決定能力がない

本人は意思決定すること
ができると判断できる

意思決定支援へ戻る 意思推定アプローチ（様式3）
本人の意思・選好を推定して支援する

意思の推定
すら困難

◇本人が自ら意思決定できるよう、実行可能なあらゆる支援を尽くさなければ、代行決定に移ってはならない。

本人にとって見過ごすことができない
重大な影響が懸念される局面等（様式4）

本人の意思
決定や推定
できた場合
であっても、
その意思を
そのまま実
現させてし
まうと見過
ごすことが
できない重
大な影響が
生じる

※

※
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（意思決定支援等における）

成年後見人等の
役割・関与の

在り方

本人にとって重大な影響を与えるような意思決定について、本人の意思決
定のプロセスを丁寧に踏むという意識とそのプロセスに積極的に関わること

ミーティング主催者とともに、支援チームの編成と支援環境の調整
課題に応じて適切なメンバーを選ぶ（日常のコミュニケーションの方法をよ

く知る者、適切な選択肢を示す事ができる者が加わることが望ましい）
本人が意思決定の主体として実質的にミーティングに参加できるよう、本

人のペースにあわせた進行を主催者・参加者に促す
たとえ言語表出や表情等による意思確認が難しい場合であっても、
「能力がない」のはその人ではなく、それを受け取る支援者側であるその

ような状態像は固定化したものと捉えない（変化の可能性）
はじめから「最善の利益」を検討しないこと
→ 「最善の利益」は、多様性の尊重・個別性を薄めてしまう危険がある
本人の生きてきたこと(生きてきた歴史)そのことを理解する。ご本人の思

いに寄り添って活動し、どんなときも「本人の立場になって考える」ことを心が
ける。
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身上監護（身上保護）の主要義務
○民法

（成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮）

第858条

成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意
思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

○成年後見制度利用促進法

基本理念

基本理念として掲げられているのは、①成年後見制度の理念の尊重（3 条 1 項）、②地域の需要に対応した成年後見
制度の利用の促進（3 条 2 項）、③成年後見制度の利用に関する体制の整備（3 条 3 項）である。

①成年後見制度の理念の尊重とはノーマライゼーション、自己決定権の尊重、身上の保護の重視のことである。

※従来の用語である「身上監護」ではなく、「身上の保護」を採用したのは、「監護」という用語が与えるパターナリステックな印
象を払拭して、少しでも本人中心主義を志向したいとの意図に基づく（成年後見制度利用促進法の施行と成年後見制度
の展望（新井 誠）より）。

意思尊重義務、身上配慮義務
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身上監護と意思決定支援の構造
身上監護

・健康診断等の受診、
治療入院契約、
費用支払い

・住居の確保、
修繕等の契約、費用支払い

・福祉施設等入退所契約、
費用支払い、処遇監視、
異議申し立て

・介護・生活維持に関連する契
約、費用支払い
社会保障給付の利用

・教育・就労・リハビリに関する
契約、費用の支払い

決定及び手配
ア
セ
ス
メ
ン
ト

情
報
収
集

決
め
る
こ
と

実
行

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

見
守
り
と
確
認

意思決定支援のプロセス

介護のサービス
医療等の援助

・法律行為

・役所の手
続き

財 産 管 理

・附随する
事実行為
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身上監護の具体的な行い方
健康診断等の受診、治療入院契約、費用支払い

住居の確保、修繕等の契約、費用支払い

福祉施設等入退所契約、費用支払い、処遇監視、異議申し立て

介護・生活維持に関連する契約、費用支払い

社会保障給付の利用

教育・就労・リハビリに関する契約、費用の支払い
本人との関係づくり、代弁者としてのチェック →本人との面会（訪問）
家族との連携・調整、キーパーソンとの関係づくり（家族の歴史や希望を聞く）
関係機関の把握（関係づくり・連携・調整）
制度の説明と同意（報酬・経費・支援の内容）
必要な場合は、家族全体の支援にも配慮（監督人、相談機関へ相談・つなぎ）
困ったら、カンファレンスを開いて、関係者との協議により解決方法を考える→チーム支援

具体的
に

身上監護と財産
管理は一体

自分の常識を押し
付けない
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付与された代理権、同意権、取消権の範囲内。但し、「後見類型」は包括的な代理権あり。

日用品の購入その他日常生活に関する行為については、取消すことができない。

介護や家事援助等の労働

結婚や離婚、養子縁組、遺言等の一身専属的な権理の代理をすること。

生命や身体に危機を及ぼす可能性のある検査や手術等の医療行為(医的侵襲行為)に対する同意をすること。

入院や入所時の身元引受人や保証人になること。

親族間の紛争解決義務は負っていない。

※成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律（平成２８年１０月１３日施行）

①成年被後見人宛郵便物の転送を受けることができるようになったこと（必要と認められる期間（＝６か月を超えない期間）に
限定することで，成年被後見人の通信の秘密に配慮しています。

②成年後見人が成年被後見人の死亡後にも行うことができる事務（死後事務）の内容及びその手続が明確化されたこと。

成年後見人等ができないこと

41

もしも、一人暮らしで認知機能や判断力が低下してきたら･･･

＜Ａさん＞

80代女性が頼れる家族もおらず、近所に親しい友人もいないまま、
在宅で独居で生活しています。

いつのまにか、認知症が進行して…

自身で整容も出来なくなり、近所のゴミなどを拾ってきては自宅敷
地内に積み上げています。

どのような困りごとが起こりうるでしょうか？

→認知機能や判断力が低下すると①、②、③
42



①契約や権利行使ができない
買い物をしてきて食事を作る等、生活していくために

必要なことができなくなる

家賃や各種保険料、ライフライン等、

生きていくために必要な最低限の支払いが滞る

介護保険の申請や年金の現況届等、

苦情を申し立てる等,生活のために必要な諸手続きができなくなる

②権利侵害を受けやすい
消費者被害

第三者からの経済的搾取

・お世話をしてくれていたはずの友人や近隣住民による

高齢者虐待

・養護者による虐待

・養介護施設従事者による虐待

身体拘束

③他者の支援を拒否しやすい
何に困っているかが分からないことも多い。

周りが自分をだましていると思うこともあり、

他者支援のために関わろうとしていることが理解できにくい。

記憶障害により漠然と不安であるため、防衛的になりやすい。

それまで当り前に続けてきた自分の
生活を続けていくことが難しくなる

認知症高齢者は権利侵害にあいやすく、
「自分を助けてほしい」ということができにくい

支援を拒否している人には、援助者も
なかなか関わることができない
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演習②

身上監護として
どのようなことが
必要ですか？
（個人ワーク5分）

身上監護

①

②

③

④

⑤
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演習①身上監護として必要なこと

① 医療、認知症の受診(治療と予防)

② 住居の確保(安全な環境)

③ 介護サービスの利用(配食サービス等の利用から）

④ 定期的な訪問

⑤ 各種届出(年金、ライフライン等）
45
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26の権利
被後見人の支援のために、援助者自身が「権利」を理解することが必要です。

権利をアピールする力が弱い人、

そのアピールをキャッチされにくい人は、 「権利主張」を把握されにくいため、その結果として、

本人の権利がないがしろにされやすいという実態があり、権利主張の「意思表示」自体を支援する

ことが大事です。

場合によっては、代弁をすることも大切になります。

「権利」 という言葉を使い 「当たり前のこと」して、そのためには援助者自身が「権利」を理解する

ことが必要です。
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すべての倫理原則は重要であるが、クライエントの対応で、複数の倫理が関わってジレンマが生じる時、次の
順で倫理原則を優先する
倫理原則1：生命の保護はすべての人に適用され、他のすべての義務より優先される

倫理原則2：社会正義の原則は、同じ状況にある人は等しく対応されるべきであり、異なる状況にある人は、差別が関連し

ているならば、異なるように対応されなければならない。

倫理原則3：人の自己決定、自立、自由を促進するような決定をしなければならない。

倫理原則4：危害を与えるような可能性がある方法は、できる限り避けなければならない。どうしても避けられないときは、

危害が最小となる方法を選ぶべきであり、害が起こってしまった時は、その害をなくすよう努力しなければならない。

倫理原則5：クライエントとコミュニティーのQOLが向上するような決定をすべきである。社会一般のウエルビーイングを促進

すべきではあるが、第1の責任はクライエントに対するものである。

倫理原則6：プライバシーや秘密保持の権利を強化する決定をすべきである。ただし、他者に深刻な害を及ぼす可能性がある

場合には、それを防がねばならない。

倫理原則7：クライエントや他者に事実を話し、関連情報を十分に開示できるような決定をすべきである。

倫理原則 （Dolgoff,Harrington,& loewenberg,2009）
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後見人に
求められる

役割

地域社会から疎遠になっている状況にある被後見人等と
地域社会・住民としてのつながりを築くことが、市民後見
人の受任が求められる大切な理由

専門職後見人も、自らの専門性と市民感覚や市民目線をもって被
後見人の権利擁護に寄与すること、地域住民としての意識・行動
（あなたのことをいつも気にかけている）というメッセージを伝えること
も重要な役割

きめ細かな訪問による被後見人との人間関係づくりを行い迅速な
ニーズキャッチとそれへの対応ができるようにすること
支援チームの一員であることを意識して支援を継続すること
例：ご本人の変化に気づけるように、施設等を訪問し、本人の希望
を施設の職員の方に伝えたり、必要なものはないかなど確認する等
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被後見人との
出会い

余命半年といわれている、入院中の男性。社会福祉協議会の支
援を受けて本人申立てにより成年後見制度の利用に。

本人の生きてきたこと(生きてきた歴史)そのことを理解する。
本人の本当の気持ちに寄り添った結果・・・

50



まとめに変えて 一人で抱え込まない・チーム支援で！

意思決定支援を受ける権利が制度として保障されているということ。本人が意思を表明したり、何かの判断を
したりするときに、「支援を受ける権利」が制度として保障されていることは、本人が「大事にされる存在」だとい
うことを、保障することに大きくつながる。
後見人等として、チームメンバーと意思決定支援について表面的ではなく、根本的な共有ができているかを常
に確認する→本人中心主義
本人をよく知る親族や関係機関との関係を作り、本人の情報を多方面から知ることにより、本人をより深く理
解すること。
専門職（弁護士や司法書士、税理士、福祉関係者等）としてだけではなく、地域に暮らす生活者としての
気づきや、感覚、思いも大切にして、寄り添うこと。
単独で後見活動をするのではなく、専門家や関係機関等との連携を大切にして行動すること。
後見人としての裁量において、まずはしっかりと自分で考え、関係者に意見を伝え、相談をして、後見活動を
行う。
誰もが安心して地域で生活できるような地域づくりを目指して、制度の普及を進める。
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ご清聴ありがとうございました。

・公益社団法人日本社会福祉士会
権利擁護人材育成・活用のための都道府県の役割と事業化に関する調査研究報告書

・「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」意思決定支援WG
・民事法研究会「意思決定支援実践ハンドブック」
・ミネルヴァ書房「保健・医療・福祉専門職のためのスーパービジョン」
・へるす出版「ソーシャルワークの理論と実践の基盤」
・中央法規出版「身体知と言語-対人援助技術を鍛える」
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