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はじめに サウスオーストラリア州視察の理由 

 私たちがサウスオーストラリア州に興味を抱いたのは，同州における意思決定支援

の取組が世界から注目されているという話を聞いたことからである。 

障害のある人は，これまで意思決定させてもらえない環境で暮らすことが多かった。

このような事情はサウスオーストラリア州でも同じであったようであるが，同州では

時間をかけて本人中心の支援を考えるようになり，現在では意思決定支援のモデル事

業を運用するまでに至っている。 

 私たちは，意思決定支援の具体的な内容を学ぶためにサウスオーストラリア州に赴

いた。 

 そこで見聞きしたのは，障害のある人の支援をめぐり，苦闘しながら意思決定支援

の大切さに辿り着いた人たちの話であった。 

 意思決定支援をするにはどのように考え，どのようにすべきなのか，サウスオース

トラリア州の取組は大きな示唆を与えてくれるように思う。 

 

第1 背景 

 本意思決定支援モデル（Supported Decision-Making model，以下「SDMモデル」と

いう。）は，オーストラリアが2008年に障害者権利条約を批准したことをきっかけと

して2010年に開始されたサウスオーストラリア州権利擁護庁（Office of the Public  

Advocate）による2年間の意思決定支援パイロットプロジェクトに端を発している。そ

の後，同庁でプロジェクトを担当していたシェア・ニコルソン氏が中心となり，健康

・福祉に関する苦情解決サービス機関HCSCC（Health and Community Services 

Complaints Commissioner）が同プロジェクトを引き継ぐ形で発展してきた。1期目は

2013年10月～2014年5月，2期目は2014年8月から2015年6月とされ，それぞれ独立して

評価されている。このモデルが世界的に注目されるようになったのは2012年にアムネ

スティインターナショナル主催の国際会議（in アイルランド）で紹介されたことがき

っかけとなっているが，2015年2月にオーストリア首都ウィーンの国連オフ椅子で開か

れた世界各国500人以上の意思決定支援者が集まるZeroプロジェクト主催の世界会議

において，同モデルが意思決定支援の「実践」に関する優れた取組であるとして紹介

されたことにより，さらに注目度を増している。関係者の中では，SDMモデルは，障害

者権利条約が意図する意思決定支援の正に「実践」であり，短期間の介入によって本

人に劇的な変化が見られていると専ら評価されている。なお，第3期からシェア氏は

HCSCCから独立し，ASSETという団体名でこのモデルのさらなる普及を図っていく予定

となっている。 
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第2 SDMモデル概要 

1 チームによる意思決定支援・構成メンバー 

  このモデルは，障害のある人が「意思決定者（Decision Maker）」として中心に

置かれ，周囲の支援者とともに一つのチームとして構成されている。具体的には，7

つの立場に分かれている。 

 

（1） トレーナー（Trainer） 

 各チームの動向を注視し，ミーティングへの出席，ファシリテーターへの支

援及びスキルアップのためのトレーニング等を行う。現在は1名（シェア）。3

期目からは増加。 

（2） 見習いファシリテーター（Trainee Facilitator） 

 サービス提供事業者に所属する職員の中から選出される。毎週8時間をこの

モデルのために費やすとの合意を事前にHCSCCとの間で取り交わしており，フ

ァシリテーターとして活動する際には同事業者からは独立して活動する。本人

の意思決定には直接関わらないものの，定期ミーティングの参加者を集めた

り，各人の発言を促したりする役。チームごとに1名。 

（3） 意思決定者（Decision Maker） 

 障害をもつ本人。チームの 終的な意思決定者であり，自らの意思を表明す

る役割を担う。 

（4） サポーター（Chosen Supporters） 

  本人が選んだ，無償で本人に寄り添い，本人の意思決定を支援する人（本人

の近しい友人，特に親しい家族など。近しい人がいない場合には，ボランティ

アなどが対応）。チームごとに 1，2 名で構成。 

（5） 非公式ネットワークに属する人（Informal Networks） 

 友人，家族，ボランティアなど，本人の周囲に存在する人で，本モデルのル

ールに沿って本人の意思決定支援を行うことについて賛同している人。 

（6） サービス提供事業者（Service Provider） 

 サポートワーカー（いわゆるヘルパー）など，サービスを本人に提供する側

の職員で，本人の生活向上に寄与する立場の人。現在のサービスを提供してい

る者に限らず，新たなサービスを提供しうる者も含む。 

（7） 地域社会の人（Community Connections） 

本人が属する地域社会の構成員で，意思決定支援を行うことについて賛同し

ている人（例えば，図書館職員，ジムトレーナー，不動産業者，旅行業者，自

治会メンバーなど）。 初は少ないが，ミーティングを重ね，本人の行動範囲

が広がるとその分，増加していく。ミーティングごとにメンバーが入れ替わる

ことも多い。 

※コアメンバーは（1）～（4）。（5）～（7）は「その他のチームメンバー」と呼称されることも

ある。 
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【左図】トレーナーのシェア氏を基点として，今期は12名のファシリテーター（内部サポーターを含む）

を育成中。第３期はトレーナーが3名に増加し，合計21名のファシリテーターを育成予定 

【右図】チームモデルであり，常にメンバーが17名いるわけではない（１ミーティングあたり平均５～７

名出席）。 

2 本モデルにおける日常的な意思決定支援の方法 

このモデルは，ア）トレーナー・見習いファシリテーターによる意思決定者（本

人）のリクルート，イ）本人が意思決定したいと考える内容に基づく合意書面の作成

（ここまでで2，3か月程度），ウ）本人のための意思決定支援チームの組立て及び合

意から原則6か月の短期介入による意思決定支援，エ）介入終了（トレーナー・見習

いファシリテーターの脱退）及びサポーター及び他のチームメンバーによる支援継続

という一連の過程を辿る。 

イ）について，意思決定者は，見習いファシリテーター，サポーターとの間で，

自身が意思決定支援をしてほしいと考える内容（例えば住居，医療・福祉ケア，趣

味，お金の使い方，交友関係等。ただし，違法行為は除く。）や，その支援の提供

方法（例えば，特定のコミュニケーション方法を使う，それぞれのメリット・デメ

リットをわかりやすく説明する等）について「合意書」を取り交わす（法的拘束力

はなく，本人，支援者側どちらからでも，いつでも合意を取り消すことが出来る。）。 

ウ）について，上記合意に基づき，ファシリテーターが本人の意向に基づきチー

ムメンバーを確保していくことにより，徐々にメンバーが意思決定者の周りに構築

されていく。チームメンバーは，本人の意思決定を支援し，本人の希望を適える手

助けをするためだけに存在する。したがって，SDMモデルにおいては，ベストインタ

レスト（「 善の利益」と訳されることが多い。サウスオーストラリアの場合，こ

の用語は一般的に、客観的に第三者の目から見て本人にとって 善と思われる決断、

という意味で使用される。）に基づく説得行為や代行決定は許容されない。 

ファシリテーターが主宰する1週間又は2週間ごとの定期ミーティング（１時間か

ら２時間程度）を軸にチームは動いていく。ミーティングの流れとしては，a）障害

者権利条約の理念に即したグラウンドルール（本モデルにおける各メンバーの役割）

の確認，b）合意書に記載された事項に関する履行状況の確認と協議，c）本日のま

とめ・次回ミーティング予定・ミーティング間の各自のタスクの確認，d）トレーナ
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ーによる見習いファシリテーターのレビュー（振り返り）という順に進んでいく。b）

ミーティング内容について具体的に述べると，合意書作成の段階での本人の希望は，

一般的にやや抽象的なもの（例えば，新しい場所に転居したい，人との付き合い形

を学びたい，お金の管理が出来るようになりたい，海外旅行がしたい等）も多いた

め，会議の中でそれぞれ細かく議論されていく。例えば，転居したいと話すAさんに

対しては，「どのような場所に住みたい？」「どんな家に住みたい？部屋の構成は

どんな感じ？」「誰と一緒に住みたい？」といったようにAさんの希望する転居内容

を探っていく。ミーティングで得られたAさんの気持ちや意向を踏まえて，次回のミ

ーティングまでにAさんを含むメンバー各自がやることを確認する（新しいメンバー

の勧誘（不動産業者に出席してもらう，ボランティアメンバーに参加してもらう，

金銭管理のスキルアップのためのセミナーに参加する等）。さらにd）レビューでは，

ミーティング後，トレーナーと見習いファシリテーターが部屋に残り，席の配置の

仕方，ミーティングの進行方法，質問の仕方，本人の変化などについて30分程度振

り返り，ファシリテーターとしての能力を高めていく。このほか，毎月1回，コミュ

ニティ・プラクテ椅子（実践報告会）というイベントも用意されている。 

3 SDMプロジェクトの成果 

原則半年間という短時間の介入にもかかわらず，「意思決定者」本人，及びその

生活に大きな変化が見られるようになっている。多くのケースで，これまで長年福

祉サービスに依存し， 初はうつむいてまったく話そうともしなかった本人が，チ

ームとの信頼関係の構築及び小さな意思決定の積み重ねの結果として自信を取り戻

し，ミーティングを重ねる度に発言が増え，自分の意思を表明していく，そしてよ

り大きな意思決定をすることができるようになっていく，という経過を辿る。 

第2期のSDMプログラムに参加している意思決定者は，主に軽・中程度の知的障が

い者が多い。もっとも，中には双極性障害，脳機能障害を複合的に持っていたり，

過去に他者に対する傷害・暴行行為を行った経歴を持っていたりと，日本ではいわ

ゆる困難ケースとされる人々や，障害の程度が重く，従来は「自分で意思決定でき

ない人（代行決定が必要な人）」と判断されうる人たちも参加している。 

いずれのケースにしても，本モデルに基づく意思決定支援が提供された結果，彼

自身の人生が好転した，自信がついて発言も多くなった，彼自身が様々な意思決定

のための前提となるスキルを身につけた，いわゆる問題行動が見られなくなった，

以前の彼・彼女とはまるで別人のように明るくなった，などの肯定的な結果が多く

見られる（中間評価報告書からの引用）。特に，意思決定者（本人）自身の満足度

がとても高い。ある意思決定者は，「すべて自分のためにみんながいる（All About 

Me.）」と答えている。皆が自分を「説得したり，責めたりするために」いるのでは

なく，自分の意思決定のためのチームとして存在しているということ，またミーテ

ィングごとに小さな意思決定を積み重ねることによって以前の自分ではできなかっ

たことができていくという実感が，本人の自信や自己肯定感の向上につながってい

くのではないかと考えられる。こうした満足感は，本人，支援者が，本モデルの過

程において，「本人ができないこと（バリア）」に関心をむけるのではなく，「ど

うやったらそれを実現できるか」という可能性を追求していることからこそ得られ
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るものであろう。さらには，意思決定者だけではなく，チームに関わった支援者自

身がその結果を目の当たりにすることによって，従来の「ベストインタレスト」か

ら「本人の表出された希望」に基づく価値判断へと変化していくこともまたSDMモデ

ルの特徴といえるだろう。 

【左図】 ミーティングの様子（合意後３回目）。車椅子に座る女性が意思決定者。        

【右図】 ミーティング後のレビュー。右がトレーナーのシェア氏，左が見習いファシリテーター。 
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第3 項目別SDM 

1 SDM の対象となり得る人 

 ・SDM による支援を希望する人であること。 

・コミュニケーション方法は問わない。 

・実際上は，何らかの障害（知的，精神，発達，高次脳機能障害等）を持ち，日常

生活において何らかの意思決定支援を必要とする人がこのプログラムに参加して

いる。認知症の人も潜在的には SDM の支援対象となりうるが，これまでの支援実

績はない。高齢福祉関係の事業所が本プログラムに参加していないことが原因と

考えられる。 

2 合意（agreement） 

・合意書は法律的な力を持つ文書ではない。支援目的を確定するものである。 

・合意書にサインする前に互いに内容について話し合い，詰めていくことが大切。 

・6 か月程度の支援で合意内容の達成をめざす。 

・合意書に記載された表面的な目的だけでなく，それについての本人の真意も聞き

出す必要がある。 

・一旦決めた合意内容も実現の過程で修正は適宜加えられることも。 

・合意内容を大きく変える場合は改めて協議して合意書が作られる。 

・SDM で合意された合意内容は，これ以上続けられないと判断されれば，いつでも

どちらからでも解除することができる。 

・オープンクエスチョンで何か月かかけて本人から希望を聞き出す。かすかな希望

を聞き出し（expressed wish 表現された希望），それを実現するよう支援する 

3 （見習い）ファシリテーターの役割 

・ベストインタレストに基づく支援に陥らないように SDM を調整する。見習いファ

シリテーターとしての研修受講が必要。 

・ミーティングを定期的に開くこと，メンバー（特に意思決定者）の発言を促進す

るように調整すること，ミーティングのサマリーをまとめ，各人のタスクを明確

にして割当て，チームを前進させること。 

・合意書の内容を検討する場合は，常に，本人にとって大切なことは何か，意味があ

ることは何かに焦点を当てて考える。 

4 サポーターの役割と探し方 

・本人が信頼している人であること。 

・本人の気持ちに沿った支援をする。「 善の利益（ベストインタレスト）」に基

づく判断はしない。 

・無償。 

・原則として，ミーティングに毎回出席できること 

・SDM 終了後は独自にミーティングを開催し，支援を継続することが期待される。 

5 サポーターの倫理的問題（利害相反） 

本人とサポーターとの間に雇用関係があるなど，お金のやり取りがある場合には，

基本的には倫理的な問題があり，サポーターとなることは認められない。 
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ただし，本人とサポーター候補者との付き合いの期間，信頼関係の度合い，サポ

ーターの心の準備，本人がサポーターになってほしいと希望しているかなど色々な

事情を話し合い，場合によってはサポーターとなることが認められることもありう

る。 

6 ミーティング 

ミーティングは，本人，ファシリテーター，サポーター，その他のメンバーが集

まり，原則として，週に 1 回，2 時間程度開催される。 

合意書を達成するために必要な情報があれば，ファシリテーターは必要に応じて

外部から必要な人（自動車教習所のインストラクター，旅行業者等）を招く。 

ミーティングは，意思決定者（本人）が主役になる。意思決定者が助手席に座っ

ている形でのミーティングはしない。本人に，実際に望んでいるのは何か確認し，

働き掛けて，本人が主役になるように心がける。 

7 チームとしての支援のメリット 

ファシリテーターが入って支援する期間は限られているので，それが終了した後

は，サポーターが中心になってミーティングを運営していくことが期待される。そ

のため，SDM プログラムにおいてチームとして支援していく中で，サポーター自身

が表明された希望の支援を中心に置くことを学んでいく。 

チームとしての目標を決めて努力するので，各メンバーが来たり辞めたりという

ことに影響を受けず，チームとして対応することができる。 

8 家族の役割 

家族が希望してサポーターになることもあるが，参加したくなければ参加しなく

ても SDM プログラムは実施される。 

9 SDM と成年後見 

サウスオーストラリアは成年後見制度が存在している。財産管理命令（パブリッ

クトラスティーなどが管理人になる）と後見命令（生活・医療関係の代理・代行）

で別の後見人が選ばれる。 

現行法では，成年後見制度が SDM より優先する（SDM は法的な裏付けがないため）。

したがって，成年後見制度で後見人の権限とされていることについて，SDM の合意

書は作成できない。 

しかし，SDM ミーティングに後見人が入れば協同してポジティブな支援ができる。

日常生活だけではなく，医療や居住環境に及ぶ支援が可能になる。 

また，SDM により本人の意思決定ができるようになれば，後見の必要がなくなる

ので，裁判所に命令（全部または一部）を取り消してもらうよう申し立てることも

検討している。例えば，パブリックトラスティーが財産を管理しているというよう

な場合，SDM プロジェクト実施後，財産管理命令を取り消してもらい，以後は SDM

による支援を継続するということもあり得る。 

SDM プロジェクトにおいて，代行決定が必要なケースはあるかとの視察団の問い

に対し，あるファシリテーターは，「潜在的には，理論的にはあり得るのではない

か。」と述べたが，別のファシリテーターは「代行決定する必要はないのではない

かと信じている。」とも述べている。 
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10 SDM とアドボカシーの違い 

アドボカシーは基本的にベストインタレストに基づくものが多く，SDM は希望さ

れた意思（expressed wish）に基づくもので，基本的な考えが違う。例えば，ある

クリニックに電話して，車椅子を手配することになった場合，意思決定者ではなく

ワーカーが本人のために電話して，車椅子を借りる手配をしたとすると，この場合

はサポートワーカーがアドボカシー（権利擁護）をしていることになる。しかし，

同じことを本人自身ができるよう支援していれば，次回から本人が電話をして，自分で

車椅子を用意することができる。 

初の例がアドボカシーで，本人の代わりにワーカーが色々と動くものであり，

後者のように，意思決定者に自分で電話をする勇気をつけてもらい，可能な限り本

人に電話をしてもらうというのが SDM モデルである。 

11 本人から表出された意思の隠された意味を探る 

マイケルさん（第３話）のエピソードの一つに，「犬を飼いたい」と彼が言って

いたというものがある。ファシリテーターであるリズさんは彼の話を聞き， 終的

に彼の意図することを汲み取ることができた。彼が，「犬を飼いたい」という理由

の根底には，「他者から危害をうけることなく安全に過ごしたい」という思いがあ

った。 

マイケル：犬が欲しい。 

リズ：どうして犬が欲しいの？ 

マイケル：犬は誰かが庭に入ってきたら吠えるから。 

リズ：ＯＫ。もしかして，あなたは（犬がいることで）安心したいの？あなたが

安全に過ごせていると思えるには，他にどういう方法が考えられる？ 

などという会話を通じて， 終的に，人々が庭に入って来られないよう，ゲート

を閉じて鍵をかけたところ，彼は満足したようで，犬を飼うということはしばらく

言わなくなった。 

ベストインタレスト（彼に対し，犬は高いし管理も大変だからと言って，彼に犬

を買うことを諦めるよう説得する）ではなく，別の観点から本人の意思の隠された

意味を引き出すこともファシリテーターの役割の一つである。 

12 SDM と虐待 

虐待対応は SDM（意思決定支援）とは別の次元の問題である。SDM はクライシスモ

デル（緊急対応型モデル）ではない。本人が一定の危機的状況に置かれた場合には，

本人の意思とは関係なく，しかるべき機関によって適切な虐待対応が行われること

になる。その場合には，SDM は一旦中断し，危機的状況が去ってから改めて再開を

模索することになる。 

13 SDM と医療 

意思不明確な場合の本人意思の確認は，以前に本人がどう言っていたかというこ

との確認を試みる。それでも意思不明の場合に，本人の意思を推測して判断するの

か，推測しないで対応するかについては，本視察段階では，はっきりと聞くことは

できなかった（SDM モデルが障害者権利条約をベースとしたモデルであるとすれば，

「本人の意思と選好に基づく 善の解釈」に基づき判断されるということになるの
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ではないかと考えられる。）。 

14 SDM と消費者問題 

適切な情報提供をしてもなお，本人が詐欺リスクの高い選択にこだわっている場

合（ベストインタレストの考えからすると被害に遭うと分かっていることを）は，

失敗することも必要という考えから支援していく。リスクの尊厳（dignity of risk）

という考えである。 

しかし，生存に関わるなど重大な場面では，一般の人が同じようなことを行おう

とした場合に止めるのと同様に，本人を止めることになる。何が何でも失敗が必要

ということに拘泥するものではない。 
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第 4 意思決定者それぞれの旅（ストーリー） 

SDM モデルにより支援を受けた人たち 6 人についての話を以下に報告する。その人た

ちが意思決定者（Decision Maker）に選ばれ，意思決定支援を受けて自ら意思決定し

ていくようになる過程は旅（journey）に例えられている。SDM モデルによる支援は 6

か月程度で一応終わるが，その人たちの生活は引き続き存在するので，今はまだ旅の

途上にある。 

それぞれの人のプロフィール，どのようにして意思決定者になったのか，ファシリ

テーターやサポーターはどのようにして選ばれたのか，支援に当たって困難であった

ことは何か，合意（agreement）はどのような内容が作られたか，支援により本人に現

れた変化，SDM モデルによる支援結果の持続可能性はどう考えられるかなどについて，

本人も交えてミーティングをしたので，その内容を報告する。このような項目が議論

される理由は，SDM モデルに従った支援が行われているからであり，SDM モデルの内容

は前記 2 の SDM モデル概要を参照されたい。 

※報告書中の意思決定者の名前については，ご本人の希望に応じて適宜変更している場合が

ある。 

 

～第 1 話 パットさんの旅の話～サポーターの選定，後見命令と SDM モデル 

 

1 パットさんについて 

 38 歳男性でストラスモント・センターに住んでいる。強迫神経症的なところが

あり，時々暴力的になる。2004 年にハウスメイトを殺害した。裁判で責任能力が

ないということになり，裁判所から行動制限の命令（例えば，外出時には職員が

同行なしに 1 人では出られない，薬をきちんと飲む，保釈審議会に定期的に報告

する，24 時間 1 対 1 対応をするなど）が出された。後見命令も出ており，兄弟の

トニーさんとマリオさんが後見人になっている。 

 パットさんは楽しいことが好きで，ユーモアのセンスがあり，音楽が好きで，

手作業が好きである。 

 多くの人にとっては危険人物と思われているが，ファシリテーターのアンドリ

ューさんは，パットさんは罪の意識と汚名を自分でも感じながら生きているよう

に思っている。パットさんと地域社会との関わりは限られている。 

 アンドリューさんは，パットさんとはいい関係を保っているが，何度も攻撃さ

れ，首を絞められそうになったこともある。 

2 意思決定者（DM）の募集 

  6 人の候補者がいて，うち 5 人は去って行った。 

  募集過程においては，1 人 1 人と彼らの選んだトピックについて話し，彼らの

生活についての質問をした。 
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  ある女性は，双極性障害があり，ファシリテーターに対し，性的に接近してく

ることがあったので断った。別の男性は興味を示したが，会議中に暴力的になっ

て，部屋から出て行けと言われてしまった。ある男性は， 近目が見えなくなっ

たこともあり，暴力的な行動や自傷行為が続いていた。もう一人の男性は，（SDM

よりも）時計に異常に興味があり， 終的には参加しないことになった。ある男

性は，飛行機やロボットに非常に関心があり，ミーティングがまったく進まなか

った。 

  様々な経緯から， 終的にパットさんが意思決定者に選ばれた。 

3 ファシリテーター 

 ファシリテーターはアンドリューさんである。デ椅子アビリティ・アクティビ

ティ（障がい者支援施設の名前）で働き，ストラスモントでも働いたことがある。

大学の勉強中に働き始めたが，卒業後，学位を取得して障がい者のための仕事を

したいと考えた。職場では利用者から暴行を受けて肋骨を折ったり，プライベー

トでは家族が亡くなったりして，一時期は彼自身が大変な状態だったが，同棲相

手や同僚に助けられて，なんとかやってきている。 

4 サポーターの選定 

  パットさんの自宅で何度も会い，毎日の生活のこと，家族のこと，どんなこと

に興味があるのか話した。 初，パットさんはアンドリューさんたちのことを疑

いの目で見ていた。しかし会うたびに疑いは減っていき，何週間か続けた後，彼

の生活について話をするために定期的に会えないかと話をした。 

  ミーティングに誰に来て欲しいか聞いたところ，二人の兄弟と父と母に来て欲

しいと言った。 

  1 回目のミーティングに兄弟のマリオさんが来た。マリオさんも疑いを持って

いたが，やってみることに決まった。一方で，もう 1 人の兄弟トニーさんは出る

気がない，とマリオさんが話した。 

  両親は，健康状態が良くないので出席できないということだった。 

5 困難であったこと 

  裁判命令，後見命令が出ており，できることが限られていた。 

6 合意内容（agreement）について 

  裁判命令もあり，後見命令もあるので，出来ることは限られており，生活様式

の面に限られる。毎日のアクティビティの面だけになる。 

  彼は人を喜ばせることが好きなので，当初，関係者は，彼が理解していなくて

も合意してしまうのではないかと心配していた。傾向として，彼がしたくもない

のに合意するということがあって，あとで嫌だと言うこともあるので，したいと

言うことがあれば，「本当に参加するのか，実施するのか」を確かめなければな

らない。彼の決断についてしっかり理解しなければならない。 

 数か月かけて，彼のやりたいことのリストを作ることが出来た。 

（合意内容） 

・新しいことをはじめる 

・手作業をする 
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・新しいビデオゲームをする 

・映画を見る 

・図書館の会員になる 

・写真をアップデートする 

・イタリア料理をする 

・ダンスなどのグループに入る 

・水泳をする 

（合意内容実現に向けた取組） 

 ファシリテーターとしては，毎回ミーティングに新しい人を呼ぶことを目標に

した。また，パットさんのゴール目標や合意書に合うような地域社会のサービス

やグループを探した。 

 ミーティングに来てくれる人を探すのは難しかった。彼と話をするのは構わな

いけれど，実際にミーティングに来るのは難しいという人が多かった。スタッフ

にパットさんの参加する活動を探して欲しかったが，なかなかやってもらえなか

った。 

 元々は，施設側が提供していたアクティビティの長文リストがあったが，その

ほとんどは行きたくないとパットさんは表明した。 

 現在は，彼の本当にやりたいと思っていたアクティビティに参加していて，や

る気があるようだ。 

7 パットさんの変化 

 パットさんに現れた効果はめざましいものがある。 

 幸せな気持ちを感じることが多くなり，外交的になった。心配も随分減った。

対処能力も身についた。暴力や身の危険を感じることはなくなった。家族，特に

マリオさんとのつながりが回復した。父，母のところにも行き，家族のイベント

にも参加するようになった。 

 新しいカメラを買い，家族との写真を撮った。長い間家族と会っていなかった

ので，アルバムの家族写真は更新されていなかったが，この機会に更新すること

ができた。 

 メンズシェッドという作業場にも毎週顔を出している。ハリーさんという人と

良い関係を築いている。彼に道具の使い方を教えてもらい，色々と作っている。 

 図書館にも入会して，雑誌や本を借りている。 

 買い物リストを作ったりして，料理はスタッフの手助けは 小限にして自分で

やっている。 

 家事にもさらに参加するようになった。プールや映画にも行っている。iPad を

持っているので，写真や動画を撮ったり，ゲームをしたりしている。 

 マリオさんは，自分の兄弟が変わっていくのにびっくりしており，パットさん

が作業場で作った作品などを見て驚いていた。一方，もう一人の兄弟であるトニ

ーさんとの関係はほんの僅かしか改善されていない。 

8 持続可能性 

 今のところ，SDM はライフスタイルに関する決断に限られているが，別の面につ
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いて決断が出来るかが試されることになる。 

 アンドリューさんの考えでは，デ椅子アビリティ・アクティビティ側はパット

さんが自分で決めることを嫌々見ていたようであり，今後，彼に別の分野の決定

について決断させてくれるかどうかわからない点が課題だろうとのことである。 

＜パットさんを交えて，これまでの旅を振り返る＞ 

シェア：パットさんと 初会った時に，施設での活動に関するアクティビティシー

トがあったが，彼はアクティビティをあまり好きではなかったので SDM に参

加することになりました。 

今もストラスモント・センターに住んでいて，後見命令が下されているこ

とにより，もう少しここで暮らさなければならないのです。 

彼は，2，3 か月前に iPad を使い始めて，特に教えたわけではないけれど写   

真を沢山撮っているのでお見せします。 

木曜日にメンズシェッドという車庫などで男性が作業をする現場に行って

工作をしています。金槌や釘などを使って木工作業などをし，料理もします。 

～工作，料理の動画（エプロンを掛け，包丁で野菜を切ってピザを作ってい  

る） 

火曜日はスポーツをしています。 

～プールでのアクティビティの動画 

シェア： 初に会った時にはあまり話をしなかったので，知り合いになるのも合意 

を作るのにも時間がかかりました。 

サポーターのマリオは兄弟です。トニーとマリオがいますが，トニーはサ

ポーターになることを断り，マリオは欠かさず来てくれます。 

ミーティングは図書館でやって，本や映画を借ります。 

合意については，2 月に図書館に行く，映画を見るなど，感覚を刺激するよ

うな活動（スヌーズレン）をすることになりました。新しいことに挑戦する

ことを考えます。 

パット：この前誕生日だったのでランチを食べました。 

シェア：それがあなたにどのような変化をもたらしたのですか。 

パット：自信を持つようになり，発言をするようになった。ハッピーになった。 

シェア：コミュニティに参加するようになりました。行動的な問題がなくなりまし

た。 

木曜日の作業場で友人ができ，ドリルで穴を開けるなど手伝ってくれるの

ですが，その友人は前回のミーティングに出席してくれました。 

先週，前回のミーティングでマリオが驚いたのは，比較的早くパットさん

に変化が現れたことです。自信がつき，定期的に家族と会い，家族との関係

が深まったことです。 

今日は，テレビを見てここに来ましたが，計画では月曜日は午前中ゲーム  

やパズルをする，午後はプール，アクティビティに行くことが予定されてい

ます。 

今日は外が寒いこともありますが，予定に縛られることなく，したいこと 
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をすることになっています。 

シェア：パットさんの興味のあることは，写真，家族と過ごす時間，これをつなげ

て， 近家族と一緒に写真を撮っていないので写真を撮る等をします。 

イタリア料理にも興味があります。お母さんの作るパスタもおいしいと思

いますが，どちらの方がおいしいですか。 

パット：自分（の作るパスタのほうがおいしい）。 

シェア：家族はみんな料理が上手で，パットさんはイタリア系なので，イタリア人

協会から料理を教えに来てもらい，料理を通して地域との関わりが持てます。 

ランチやディナーにお友達を呼びます。 

外に出て行くだけでなく，家にいてできることもあります。 

料理から買い物すべてパットさんが準備して友人を呼ぶとか，お母さんの

家庭菜園の野菜を収穫するのを手伝うなどです。 

火曜日，あるいは週１回くらい料理をして，誰かを呼ぶことをしています。 

兄弟のマリオさんとしては，パットさんには後見人決定命令が出ており，

何かのリスクを心配していましたが，図書館に行くなどしても，これまで問

題はありません。 

マリオさんは仕事もしていて忙しいのですが，これまで 1,2 回欠席しただ

けで毎回ミーティングに参加しています。 

ミーティングは午後 4 時から 6 時と決めていますが，毎回違う人が来るの

で時間が難しいです。 

犬を飼いたいということであれば，ペットのコーディネートをする人に来

てもらえればいいのですが，そういう人は午後 6 時までに来ることは難しい

です。 

 

～第 2 話 ミックさんの旅の話～サポーターの選定，多くの合意内容 

 

1 ミックさんについて 

 ミックさんは 31 歳のエネルギーとアイディアに溢れた男性である。軽度の知的

障害，境界性人格障害，愛着障害がある。 

 生まれた時はデュークという名前であったが，今はミックと呼んで欲しいと言

っている。友達を作るのは得意だが，それが長続きするのが難しい。色々なこと

や，普通の男性がすることをしたがる。自分自身が主人公になった話をすること

がある。 

 1992 年に家族との問題でストラスモントの施設に入り，10 年間居住していた。

居住環境が彼のニーズに合わなかったので，色々な経過があり刑務所に入ること

になった。 

 刑務所から出た後，事情があってストラスモントに戻れず，エマージェンシー



18 
 

ハウス（緊急施設＝政府の公的な借家）に入り，今もそこで暮らしている。 

 1 回目に引き続き，2 回目も SDM に参加している。 

2 意思決定者（ＤＭ）の募集 

  1 期目に引き続いての参加者。 

3 ファシリテーター 

 ファシリテーターはディアンさんとジャックさん。 

 ディアンさんはストラスモント職員で障がい者部門の地域移行チームで働いて

いる。SDM では第 1 期が見習いファシリテーター，第 2 期はファシリテーター兼見

習いファシリテーターの内部サポーターとして活動した。SDM プロジェクトを通し

て自分自身の価値に目覚め，障がい者の人についてどう信じるかということを学

んだとのことである。 

4 サポーターの選定 

 ミックさんは， 初，10 年来知り合いのジョージさんをサポーターに選んだ。

ジョージさんはアデレードヒルに不動産を持っていて，ユースホステルのような

施設を持っている。ミックさんはジョージさんのために働いていて，色々な手間

仕事，例えば庭仕事やペンキ塗り，修繕などをしていた。 

 1 回目のミーティングにジョージさんは来たが，ミックさんはその次には母親を

サポーターにするということに気持ちが変わった。そのため，1 回目の後，ジョー

ジさんが降りた。 

 2 回目のミーティングに母親やいとこが参加した。ミーティングの中で母を後見

人とする後見命令が出ていたことが分かった。母親は，病気がちでもあり，かつ，

後見命令についてもよく知らなかったため，降りてしまった。 

次に，いとこのカレンさんがサポーターになった。カレンさんは 3 回目のミー

ティングに来た。SDM のことはあまり知らなかったので OPA（権利擁護庁）に話を

聞いたところ，後見命令の出ている人について合意書を作らなければならないこ

とを知った。それでカレンさんも降りた。 

 ジョージさん，家族が次々に降りてしまったが，ミックさんが新しいガールフ

レンドのマンディーさんと出会ったということが分かった。しかし，マンディー

さんがミーティングに来てみると，彼女はガールフレンドではなく，年齢もミッ

クさんの倍くらいあることが分かった。 

 ジャックさんとシェアさんは，この時点で彼のサポーターを紹介することを考

えた。ストラスモント・センターのボランティア部門に行って，ジャックさんが

サポーターを見つけてきた。チャールズさんであった。 

 もっとも，その後，サポーターであったチャールズさんが海外に行くことにな

ったため， 初にサポーターだったジョージさんにまた来てもらうということに

なった。ジョージさんとは 10 年間の長い関係がある。ただ，倫理的な問題，つま

り雇用関係があったのでサポーターになることには問題があったが，これまでの 2

人の10年も続いた関係を大事にすることにしてサポーターになることが認められ

た。 

 後のミーティングにはジョージさんもチャールズさんも参加して，新しいチ
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ームが出来そうである。 

 チームでは，チャールズさんは読み書きを教え，ミックさんはジョージさんの

ために手間仕事をしていた。 

5 困難であったこと 

(1) サポーターを選ぶのに紆余曲折があり，合意書を成し遂げるためのチーム構

成が不安定であった。 

(2) 合意書の内容を進めていく上で非常に高いハードルがあった。それは無犯罪

証明書（Police Check）の取得である。ミックさんがボランティアをするにし

ても，この証明書がないと相手にしてもらえない。 

6 合意内容（agreement）について 

 ミックさんが色々な夢を見る人なので，合意書は色々な希望を盛り込んだもの

になった。居住環境，健康，技術教育，財政すべてが盛り込まれた。動物愛護協

会のボランティアにもなりたいと言った。 

 合意は出来たが，どういうチームを構成するか，シェアさんとも協議したが紆

余曲折を経た。合意書には色々なことが盛り込まれていたので，どれに焦点を当

てていくかを考えることが重要であった。 

（合意事項について成し遂げたこと） 

・煉瓦工のコースに登録した。  

・ホワイト・カード（建築関係で働く出来る登録）を得た。 

・ジムに行ったり，フットボールクラブに行ったり，転居準備をしたりした。 

・サポーターであるチャールズさんに読み書きを習った。 

ミーティングはミックさんの家や，コミュニティカレッジや，学校で開いた。 

7 ミックさんの変化 

  SDM プロジェクトに入ってから警察の世話になることがない。 

  ミックさんは明るい未来を持っていると思う。複雑な個性を持っているが，彼

が手にすることの出来るすべての機会を利用して，未来を切り開いていく可能性

があると思う。 

一方，課題としては，人間関係でジョージさんやチャールズさんとの関係をど

うやって持続していくかということ。 

 もう 1 つの重要な課題は警察からの証明書入手の問題。これを手に入れること

は非常に重要である。 

 ミックさんの周りに，お金を払っていない人（ボランティア）がいることが大

切である。 

 初の合意書はあまりに多岐にわたっているので，新しい現実的な焦点を絞っ

たものに作り替える必要がある。 

 

＜ミックさんを交えて，これまでの旅を振り返る＞ 

※本日，調子が芳しくないため，少し話して終了。 

シェア：SDM で上手くいっている？ 

ミック：今は煉瓦を敷く仕事をしています。お金があるけど，いくらあるかは家庭



20 
 

の事情だから言えません。 

シェア：色々とあったが信用できる人はいますか？ 

ミック：カウンセラーです。 

シェア：カウンセラーに会いましたか。会いたいですか？ 

ミック：いいえ。 

シェア：ジョージはどうですか？ 

ミック：麻薬や煙草をすごく吸うのであんまり。 

シェア：スポーツはどうですか？ 

ミック：オーストラリアンフットボール（1 チーム 18 人で行われるラグビーとは異   

なるフットボールゲーム）をしていますが，手首を痛めてしまいました。 

シェア：ミックは精神的な障害があります。配慮が必要ですが，来てもらえただけ

で良かったです。その日によって，調子の良い日，悪い日，何も話したくな

いという日があります。彼は，このプロジェクトに入ってから警察の世話に

なることもないので，良いことだと思います。 

 

～第 3 話 マイケルさんの旅の話～サポーターのミーティングへの参加確保 

 

1 マイケルさんについて 

 37 歳，男性，知的障害と精神疾患，てんかん，脳機能障害がある。理解が難し

いところもあるが，口頭でのコミュニケーションは可能である。何かするときに

遅かったり，1 回ではできず繰り返しする必要があったりする。彼は寂しがりやで

仕事もないため，頻繁にエリアマネジャーやスタッフ，リズさんに電話をかけて

くる。 

 SDM 以前は色々な問題行動（例えば，人々を怖がらせたり，うつ状態となり自傷

行為を起こしたりするなど）を起こしていた。2 年前，彼が激怒した際，他の入居

者を危うく死に至らしめるほどの暴行行為を行った。 

 1 人暮らしであり，1 日 6 時間介護を受けていた（身の周りの世話や買い物や銀

行へ行く付き添い）。介護費用は 1 週間に 3200 オーストラリアドル（約 30 万円）。 

 財産管理命令（管理人はパブリックトラスティー）と後見命令（手術の必要が

あった）が出ている。 

2 意思決定者（ＤＭ）の募集 

 面接をして 6 人の中から選んだ。候補者の中には，自宅でミーティングするこ

とがすごく怖い，絶対に嫌ということで断った人もいる。 

終的には，マイケルさんが積極的だったので選ばれた。 

3 ファシリテーター 

 ファシリテーターはリズさんである。 
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 看護師の資格を持っていて，ストラスモントで障がい者の支援事業に関わって

いる。 

4 サポーターの選定 

 マイケルさんは，母がサポーターになってほしいと言ったが，母は乗り気では

なかった。次に，マイケルさんの友達で障害がある夫婦がいたため，サポーター

への就任を打診した。1 回ミーティングに参加したが，自分たちの子どもに時間を

使いたいということで，結局サポーターにならなかった。さらに，教会の牧師に 1

回ミーティングに来てもらったが，ほかの仕事が忙しくてサポーターにならなか

った。 

 終的には，マイケルさんの友達でフランクさんという福祉関係で知り合った

公務員がサポーターになり，すべてのミーティングに参加している。 

 マイケルさんは里親夫婦にもサポーターになってもらうことを希望した。里親

は高齢の夫婦で，健康状態も良くなかったので，無理ということになったが，後

に SDM に協力することになり，2 人とも 近はミーティングに毎回出席し，チーム

の一員になっている。 

 このほかに，元のサポートワーカーが 2 人サポーターになった。ミーティング

には 2 回参加しただけである。 

5 困難であったこと 

 困難の一つは，定期的なミーティングに人々を参加させることであった。 

 ミーティングは，原則として毎週何曜日の何時と決まっている。友達の 2 人は

時間が早すぎると言ったので遅い時間に設定したが，その2人は結局来なかった。 

 何とか克服できたのは，ネットワークがあったからだ。車の運転を習いたいと

言ったとき，シェアさんから知り合いを紹介され，ネットワークの重要性を感じ

た。 

6 合意（agreement）について 

 日付は今年の 1 月 21 日。 

 マイケルさんとシェアさんとリズさんと 2 人の元サポートワーカーとフランク

さんで作った。 

 達成した部分もマイケルさんが変更した部分も沢山ある。 

 終的に合意が出来て，サインするときに，マイケルさんはネクタイを締めて

スーツを着て，礼装で来た。人に見せることの出来る形の文書ができあがること

が彼にとって大切であり，自信の源だったように思う。 

（合意内容） 

 家を引っ越す（3 ベッドルーム，里親の近く，バスルームは 2 つが望ましい，前

にも裏にも庭があるところ＜理由は犬を飼いたいため＞，大きな歩行器が使える

大きな部屋と大きなドアがあること，新しい家，家の中にオフ椅子があって欲し

くない。）。 

7 マイケルさんの変化 

 プロジェクトを通じてマイケルさんが自信をつけてきており，安定している，

周りのことを理解してコントロールできていると里親が言っている。 
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8 持続可能性 

 フランクさんは友人であって，将来もサポートを続けてくれると思われる。 

 里親は， 初は乗り気でないようだったが，後半には前向きな発言をするよう

になった。 

 マイケルさんのチームは，フランクさんや2人の里親によって続くと思われる。 

 里親がマイケルさんの変化を見てきていることから，続けられると思われる。 

 

＜マイケルさんを交えて，これまでの旅を振り返る＞ 

意思決定者（ＤＭ）：マイケル 

トレーナー：シェア 

見習いファシリテーター：リズ 

サポーター：ジョン 

その他メンバー：デビッド（里親），ジューン（里親） 

 

リズ：普通の住宅は，職員がいて，職員のオフ椅子が入っているので，そのオフ椅

子がない家を希望していました。 

マイケル：今は新しいところに引っ越した。 

リズ：希望どおりですか。 

マイケル：寝室は 2 つでした。 

リズ：裏庭にはフェンスがつきましたか。 

マイケル：はい。 

リズ：歩行器は通れる大きな家ですか。 

マイケル：はい。 

リズ：満足していますか 

マイケル：はい。 

リズ：里親の近くですか。 

マイケル：いいえ。 

デビット：前よりは近くなりましたが，20 分くらいの距離なので会いに行けます。 

リズ：合意書作成当時，他の人がリハビリをしたり，回復しているグループに参加

して，新しい出会いを求めていました。 

その後考えが変わりましたね。 

マイケル：はい。 

リズ：希望しなくなりましたか。 

マイケル：はい。 

リズ：簡単に書かれたレシピを集めたいと思っていました。実現しましたね。 

マイケル：はい。 

リズ：自宅に電子レンジで温められる食事があればと思いました。実現しましたね。 

マイケル：はい。 

リズ：セラピーとしての犬のコストについても知りたいと思いました。ある人が犬

を連れてきましたが，そのときは，犬にミーティングを乗っ取られてしまいま
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した。その人は犬を飼う責任などを話してくれましたが，マイケルとしては，

やはり犬を飼いたいということで，その方向で話を進めています。 

リズ：自動車学校に通いたいと言っていましたので，ドライビングインストラクタ

ーに来てもらって話をしてもらいました。マイケルは，色々聞いた結果として，

終的にはやめることにしたようです。 

ほかにも，カラオケに一緒に行ける友達というオプションについて知りたい

と言っていましたか。 

マイケル：それはまだです。 

リズ：専門学校で小さい子どもたちと一緒にやれる仕事の資格を取ることについて

ですが，これはまだやっていません。手続を始め，警察から犯罪証明書も取り

寄せましたが，今すぐには，資格取得を取りたくないということになりました。 

自動車教習所でのボランティアも考えていましたが，現時点では何もしていま

せん。もうしたくないということです。 

合意書では，瓶にラベルを貼る仕事をしたいと言うことでしたが，自分でス

ーパーに行って，パッキングの仕事がないかという話をしてみました。仕事を

引き続き探しています。前回の話では 1 回 2 時間くらいということでした。 

ここにはありませんが，2,3 週間，火曜日にコミュニティセンターに行ってゲ

ームなどをしています。 

Ｑ：SDM に参加して，何が一番よかったですか。 

マイケル：沢山ある。例えば，今住んでいる家が大変気に入っている。 

シェア： 初の合意書はほとんど達成しましたね。 

マイケル：（うなずく） 

シェア：次の合意書の準備をしていますね。 

マイケル：（うなずく） 

Ｑ：合意書がなくても，今の家に引っ越せたと思いますか。 

マイケル：はい（注：質問を正しく理解していたかどうか少し疑問）。 

リズ：マイケルはもともと自立していて，サポートは一日 1，2 時間短時間助けてく

れればそれで済むのです。SDM の前からマイケルは元々1 人でやって来ていまし

たが，私が知り合ってから気づいた点については，マイケルが自分で始めるよ

うになったことです。 

より彼が自立したこととして，これまでは何かあると，本来自分で決めてよ

いことなのに電話で私の許可を求めてきたことがよくありました。 近は，そ

のような許可を求めてくることはありません。 

以前はスタッフの助けを借りてインターネットで買い物をして届けてもらっ

ていましたが，引っ越ししてからは自分でスーパーに行き，品物を選びたいと

言うように変わってきています。 

ジューン：SDM プログラムに参加して，外交的になりました。買い物に行くとか，

歩行器で外に出て行くようになりました。 

デビッド：毎日の生活に予定ができて，安定につながっています。 

以前は，明日はどうするのか心配していたが，プログラムに参加して生活の
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基盤ができました。 

これまで頻繁に引っ越しをして，次はどこに引っ越すのか不安だったが，生

活の基盤ができました。 

リズ：サポーターであり，長い知り合いのフランク・ウォルシュも，マイケルがい

ちいち許可を求めなくて良いということを知ったことで，彼の自信が付いた，

彼が変わったと言っています。 

リズ：あなたはどうしてここ（ミーティング）に来ているのですか。 

マイケル：みんなが私のために来てくれるからです。 

シェア：このミーティングは良い例ですが，周りが心からマイケルを心遣い，皆同

じ方向を向いているので，色々なことを達成することができるのです。 

Ｑ：いまは自動車を運転したいと思うか。 

マイケル：いいえ。 

Ｑ：どうしてやめたのか。 

マイケル：もうしたくない。 

リズ：運転インストラクターが来て，話を聞いた。そのあと気が変わったのか。 

マイケル；はい。 

シェア：ミーティングは続けるか。 

マイケル：はい。 

Ｑ：合意書の中身は実現したい内容のほかにどのようなことが書かれていますか。 

リズ： 初に作った合意書には，サポーターにこういうふうに助けて欲しいという

ことも書いてありました。 

・私に分かるやり方で説明してください 

・起こりうる良いこと，悪いことを教えてください 

・わたしの希望を周りの人に伝えてください 

・実現方法を考えて欲しい 

・相互関係を作るのに時間を掛けてください 

・友好関係が欲しい 

・家族と連絡を取って欲しい 

・私が決断するのに時間がかかるので，何度か確認してください 

・合意書の控えが欲しい 

シェア：合意書を完成させるためには，何時間もかかります。 

 

～第 4 話 ブロンティさんの旅の話～結婚の話，後見命令と SDM モデル 

 

1 ブロンティさんについて 

ブロンティさんは40歳のダウン症の男性である。音楽が好きで，話す時にども
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ることはあるが，歌はどもらずに歌うことが出来る。 

サポート付き住宅でほかの障がい者と一緒に生活し，包装をする作業所で週4日

働いている。 

姉妹2人が後見人。後見人による代理・代行の対象は，医療行為，金銭管理，居

住に関することなど多岐にわたる。 

2 ファシリテーター 

ファシリテーターはタンビアさん。ストラスモントで働いている公務員。8年間，

障がい者に対するサポートケア（通院支援やアクティビティへの送迎手伝い）の

仕事をしてきた。 

仕事で関わっている約30人の障がい者のうち，SDMから一番利益を得る人は誰か，

自分が上手く関係を持てるのは誰か等の観点から，12人と面接してブロンティさ

んを意思決定者に選んだ。 

面接したものの選考で外れてしまった11人について，後になって，彼らが次は

いつ面接をすると言ってきていたので，面接自体が彼らにポジティブな影響を与

えていると思った。 

3 サポーター 

初にブロンティさんがした決断は，以前にかかわっていた福祉関係者である

クリスティンさんをサポーターに選ぶことだった。姉妹であり，後見人であるコ

ニーさんとオードリーさんは，「家族だから」という理由でサポーターには選ば

なかった。 

サポーターを選び，ファシリテーター，サポーターと週に1回ミーティングをす

ることにした。ミーティングの場所は，毎回変えることにしたが，これはよかっ

たと，ブロンティさんは考えている。 

4 合意内容（agreement）について 

(1) ブロンティさんは，週1回，アクティビティ（ボーリング）のときに30分程度会

うペトラという女性と人生をともに歩むことを強く希望した。ペトラさんは，知

的障害のある女性で，ブロンティさんとは違うホームで生活していた。何年も前

から知り合いだったが，会う時間も少なく，周りにはスタッフもいるので，親し

い関係ではまったくなかった。 

それだけに，ブロンティさんの希望に対し，周囲は大変驚いた。毎日ブロンテ

ィさんと会う人でも初めて聞く話だったからである。姉妹たちは結婚に同意しな

いだろうと思われた。 

(2) ブロンティさんの希望を叶えるために，まず，ペトラさんをデートに誘うこと

をミーティングの場で検討した。ブロンティさんは，ミーティングでメンバーと

一緒にペトラさんの話をすることが楽しかったと言う。 

ミーティングでの作戦会議の結果，ブロンティさんは，自らペトラさんをラン

チに誘い，映画に行った。 

(3) 次に，ブロンティさんがペトラさんにプロポーズすることについて検討した。

ミーティングでは，ファシリテーターやサポーターなど，チームメンバーが，そ

れぞれのプロポーズについての考えや経験を話した。 
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その後，ブロンティさんは，婚約指輪を買い，ペトラさんにプロポーズした。

ペトラさんは「イエス」と言い，ブロンティさんは幸せな気持ちになった。 

(4) 婚約後，ブロンティさんは姉妹たちに電話で婚約の事実を知らせた。彼は，「姉

妹も恋愛関係を持って，結婚して，子どもを持つことをしているのだから，自分

も同じようにする権利がある」と主張した。姉妹たちの一人はブロンティさんの

結婚を祝福し，もう一人は歓迎しなかった。 

(5) 現在，ブロンティさんは，ペトラさんと結婚すること，今年の12月に結婚式を

挙げること，新居で一緒に暮らすことを目指している。 

結婚式のため，実際にホテルを下見したり，リムジンを見に行ったりした。 

新居ついては，寝室が2つあるユニットで，ファミリールームやプールがあると

いい，週に月曜から木曜まで仕事をしているので職場に近いところがいい，など

の希望が表明された。住居について話をするため，エリアマネジャーに手紙を書

き，希望が通るよう要望しているところである。 

今後は，人を助ける仕事をしたいので，食事宅配することを希望している。 

5 困難と成果 

(1) 困難のひとつとして，後見命令が出ていたことがある。 

結婚自体は後見命令に含まれていないので自由にすることが出来るが，それに

まつわる金銭管理や居住などは，後見命令がないと出来ない点が困難である。 

(2) ブロンティさんは，結婚の希望を持っていたが，SDMプロジェクトに参加して初

めて希望を口にした。プロジェクトに参加しなければ，話をする機会はなかった

と考えられる。 

姉妹たちは一度は反対したが，ブロンティさん自身が，自分にも姉妹たちと同

じように結婚する権利がある，と述べることができた点は大きな前進であると考

えられる。SDMプロジェクトの中で， も大きな成果は，ブロンティさんが，自信

と勇気を持つようになったことである。自分のしたいことを制約なく人に言うこ

とが出来るようになった。 

6 課題と持続可能性 

(1) 課題 

① 家族との関係，軋轢をどう克服するか。 

② ブロンティさんとペトラさんがもっと時間をかけて話し合ったりデートを

したりすることができるか。 

③ サポーターが仕事の関係で午前中のミーティングに出られないので，ミーテ

ィングを夕方に開くなどの時間調整 

 (2) 持続可能性 

サポーターはやる気と能力がある人なので，今後は，書類をすべてサポーター

に引き継ぎ，継続して意思決定者を支援して欲しいと思っている。 

 

＜ブロンティさんを交えて，これまでの旅を振り返る＞ 

シェア：私たちはどんなことを話したでしょうか。 

ブロンティ：ぺトラについて話し合った。 
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シェア：どんなトピックについて話し合いましたか。どんな話をしましたか。 

ブロンティ：うーん，ぺトラについて。 

シェア：ここにいる皆さんはぺトラさんのことについて知らないから， 初に会っ

た時のことから，合意書を作る時のことまで振り返ってみましょうか。 

ブロンティ：オーケー。 

シェア：あなたは合意書を作りましたね。 初に，どんなことを決めましたか。 

ブロンティ：サポーターを決めた。 

シェア：あなたはクリスチャンをサポーターに選びました。 初から知っていまし

たか。 

ブロンティ：はい。 

シェア：私たちとどこで会いましたか。 

ブロンティ：お店，あ，図書館（注：ミーティングの場所がストラスモントの図書館の一角だっ

たので，そのように答えたのだと推測される。）。 

シェア：私たちとどんなことを決めましたか。 

ブロンティ：自分の健康面とか。 

シェア：私たちと図書館に行ったとき，あなたは本を借りましたか。 

ブロンティ：いいえ。 

シェア：図書館のことは元々知っていましたか。 

ブロンティ：はい。 

シェア：図書館で元々本を借りたことがありましたか。 

ブロンティ：いいえ。借りたことはなかった。 

シェア：会った時には，他にもグループの人がいましたね。プログラムに参加した

くない人もいましたが，ブロンティさんは参加することに決断したのですね。 

私たちは週に1回会うことにしましたね。会う場所は，家だったり，違う場所だ

ったり，毎週，場所を変えることにしましたね。信頼できる人，話をできる人

としてはどんな人がいますか。 

ブロンティ：タンビア，サポートワーカーのポール，友人のクリスチャン。 

シェア：クリスチャンは，以前は関わっていたけど現在はいませんよね。 

ブロンティ：はい。 

シェア：家族についてはどうですか。 

ブロンティ：家族は，2人姉妹がいてコニーとオードリー。 

シェア：どれくらいの頻度で会いますか。 

ブロンティ：2週に1回会う。 

シェア：2週に1回ですか。 

ブロンティ：はい。 

シェア：彼女たちは「ガーディアン」ですよね。「ガーディアン」ってどういう意

味でしょうか。 

ブロンティ：ガーディアン（後見人）は，私の福祉の面倒を見てくれる人。 

シェア：ポールはサポートワーカーですね。 

ブロンティ：ポールは2人に色々聞かないといけない。 
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シェア：ポールは何かあったら色々してくれるけれど，2人の許可を求める必要があ

るということでしょうか。 

ブロンティ：はい。 

シェア：今日はこういう風にいつもと違う会議だけど，なにか話をしたくないこと

はありますか。あったら，言ってくださいね。 

ブロンティ：大丈夫。 

シェア：すごく興味があるのですが，長く過ごしていたコニーとオードリーの代わ

りに，どうしてクリスチャンをサポーターに選んだのですか。 

ブロンティ：クリスチャンは私のことを長い間よく知っているから。 

シェア：姉妹の方があなたのことをよく知っているのではないのですか。 

ブロンティ：でも，家族だから。 

シェア：前回あった時，タンビアや，リズさんやポールさんなどがびっくりしてい

たみたいだけど，そのことについて話してもらえますか。びっくりと言うより

ショックだったと言ったみたいだけど。 

ブロンティ：彼らがショックだったのは，私とぺトラが婚約したからです。ポール

には指輪のための追加のお金を渡しました。 

シェア：タンビアとはどれくらいの頻度で会っていますか。週1回，週2回？ 

ブロンティ：タンビアさんとはいつも会っている。どうだっけ？（とタンビアを見

る） 

タンビア：私も驚きました。 

シェア：婚約相手であるペトラさんに指輪をあげたと聞いた時には，みんなびっく

りしていました。良いサプライズでしたね。 

ブロンティ：はい。 

シェア：6か月前にあなたと 初に会ったときは，5人くらいでしたが，ブロンティ，

私が本当に驚いたのは，あなたがすごく気持ちの面で強い人で，ぺトラと人生

をどのように過ごしたいかと言うことについて，あなたがはっきりしたビジョ

ンを持っていたことでした。 

ブロンティ：僕はそのことで姉さんたちに立ち向かわなければならなかった。権利

があると分かってもらうことが必要だった。姉さんたちが介入してきたから。 

シェア：私はあなたが自分の権利についてはっきり話したことを覚えているけど，

タンビアにも別の角度から話を聞いてみます。 

タンビア：彼は「姉さんも恋愛関係を持って，結婚して，子どもを持つことをして

いるのだから，僕も同じようにする権利がある」とはっきり言っていました。 

シェア：まとめさせてください。 

まず，あなたが当初SDMに参加したとき，ぺトラと婚約したいと言った時に

は，周りのスタッフはみんなショックを受けていましたね。毎日顔を合わせる

人もショックを受けたのは，そのことを今まであなたが口にしたことがなく，

初めて聞いたからですね。SDMが始まって，あなたがやりたいこといろんなこと

を話したけれど，まずぺトラのことを話していましたね。姉さんたちは合意し

ないだろうけれども，自分には結婚する権利があると話していましたね。これ
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で合っていますか。 

ブロンティ：はい。 

シェア：毎週会っているけど，ミーティングのどういうところが好きなの？ 

ブロンティ：ペトラのことを話したり，みんなと会ったりするのが楽しい。 

シェア：指輪を買う時はどういうことを話しましたか。 

ブロンティ：どんなものを買えば良いか，どんなものを探したらいいか分からなか

ったので，まずコストについて，いくら払えばいいか話していた。 

タンビア：かなりの人数がミーティングに参加していましたが，それぞれが婚約者

に指輪を買った時のことについて話をしていました。 

水島：以前私がミーティングに参加した時，ペトラをデートにどうやって連れて行

くか話し合っていたけれど，ミーティングの後，あなたがどうしたか教えても

らえますか。（注：彼はデートの経験がなかったので，ミーティングに参加し

たメンバーが，それぞれ自分のデートの経験を彼に伝えて，どうやってぺトラ

をデートに誘うかについて話し合っていた。） 

ブロンティ：彼女をデートに誘った。彼女をランチに誘って，映画に行ったよ。良

かった。 

シェア：そのデートの前は，週に1回（施設のアミューズメントとして）ボーリング

をするときにペトラさんと会うだけでした。 

タンビア：ペトラとブロンティは，何年も知り合いだったが，別の家に住んでいる

し，スタッフがいるので親しくなることはありませんでした。婚約前は週に1

回30分ほど会うだけでした。 

シェア：プロポーズをしてどうだったの。彼女はYesといってくれましたか。 

ブロンティ：はい。幸せでした。 

シェア：婚約して指輪も渡して，これからあなたとしてはどうするつもりですか。 

ブロンティ：新しい家で暮らすことに興味があります。 

シェア：家を移る前にはどうするつもりなの？ 

ブロンティ：もう少しデートを重ねたい。 

シェア：これからのことについて，この前のミーティングではもう少し詳しい話を

したよね。 

ブロンティ：ハイアットホテルに泊まる，リムジンを予約するといった話をしまし

た。 

シェア：いつ頃結婚する予定でしょうか。 

ブロンティ：12月頃。 

タンビア：合意内容について，特にペトラと暮らす家について詳しく話しました。 

寝室が2つあるユニットで，ファミリールームやプールがあると良い，週に

月曜から木曜まで仕事をしているので職場に近いところが良い，などです。住

居については，エリアマネジャーに来てもらうということで手紙を書きました。

どこに住むかということについて希望が通るように。 

合意内容についてペトラとの婚約も重要だが，住むところについて手紙を書

いていることも重要です。 
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彼としては，意味のある仕事をしたいようです。人を助けたいので，食事の

宅配（Meals and Wheels）に関わりたいとのことです。 

 

～第５話 マイケルさんの旅の話～ビッグイシューNo1 販売員，父親はビジネスパー

トナー 

 

1 マイケルさんについて 

マイケルさんは，34歳の知的障害，学習障害があり，身体障害で車椅子利用の

男性である。一人暮らしをしているが，朝1時間，夕方3時間半自宅で介護を受け，

夜間は宿泊スタッフがいる。SDMに参加する前，彼は，怒りやすく，うつ気味で，

状況は悪化しつつあった。 

以前は障がい者の作業所で働いていたが，現在は，シティでビッグイシューと

いう雑誌を販売している。 

2 ファシリテーター 

ファシリテーターは， 初はマイケルという人だったが，転居したため，デビ

ーさんが引き継いだ。デビーさんはCaraに勤める開発エデュケーターである。看

護師として，知的障がい者を対象とするNPOの施設で働いてきた。さらに，チャイ

ルドケア開発のコースに入り，障害学の学位を取得した。また，高齢化と知的障

害について大学院で学んだ。高齢化，障害の政府部門のCEOを経て，Caraで働くよ

うになった。 

デビーさんは引き継ぎ前にも何回かミーティングに出ている。 

3 サポーター 

サポーターはマイケルさんの父親リチャードさんである。 

リチャードさんは，マイケルさんの父親であり，かつサポーターでもあるとい

うことで，「私はいつも息子にとって一番良いことを考えて行動してきたつもり

です。しかし，私の期待ではなく，彼にやらせてみようというふうに私の考えは

変わって来ました。」「出来るだけ情報を与えるようにしています。そうすれば

リスクは減ります。」と話していた。 

4 合意内容について 

(1) マイケルさんの希望は，当初の合意書では，まずアパートを他の人とシェアし

たい，予備の寝室に誰か住んで欲しい，その人はできれば仕事をしていて，煙草

を吸わない，障害のない人であってほしいというものだった。 

もっとも，その希望は後に変更された。マイケルさんは，インターネットでキ

ャンドルを販売するビジネスのために，予備の寝室をオフ椅子として使うことに

したためである。インターネットで机を探し，購入しようとしたが，事情を話し

たら無料で手に入れることが出来た。 
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キャンドルビジネスのために，名刺を作り，会社番号を取り，材料の卸業者を

決めた。また，マイクロエンタプライズという中小事業の支援団体に申し込み，

審査が通ったので，プロダクトマネジャーが派遣され，7月から事業を始める予定

になっている。 

事業準備は多忙を極めている。父親兼サポーターのリチャードさんは，自分は

マイケルのサポーターというよりも，ビジネスパートナーだ，と話した。 

(2) また，マイケルさんとしては，障がい者作業所で働いていたが，賃金が安いこ

と，頼みもしないのに委員会メンバーに決められてしまったことが不満だった。

人に使われるのではなく，自分自身の仕事，自分がボスの仕事をしたい，という

希望があった。 

そこで，（キャンドルビジネスの準備期間中に）ビッグイシューという雑誌を

売る仕事を始めた。ミーティングに，すでにビッグイシューの販売を始めていた

スティーブさんに来てもらい，具体的に話をしてもらった。 

現在では，マイケルさんは，1週間に1000ドルを稼ぐこともあるトップセラーに

なっている。マイケルさんによれば，売上げの秘訣は，「まず顧客を知ること，

知り合いになり，リピーターになってもらい，繰り返し買ってもらうこと」であ

るという。 

マイケルさんは，「命令されてではなく，自主的に働くというのが良い点だ。」

と話していた。 

(3) そのほか，次のような希望が合意書にリストされ，実現に向けて行動した。 

・障害のない人と交流したいとの希望について，オーストラリアン・フットボー

ルチームのサポーターになった。 

・健康の問題，例えば食べ物を電子レンジに入れるのが難しいとか，運動を毎日

するのが出来ないということについて，トレーナーにミーティングに来てもら

い，相談した。通常訪問でのトレーニングはしないが，理学療法士が，マイケ

ルさんの自宅を訪問して指導してくれることになった。 

・休日における旅行（インディペンデントホリデー）の希望について，既に経験

があり，類似の障害を持つヘザーさんをミーティングに呼んだ。 

・公共交通機関を利用したいが，困難があったので，ヘザーさんが政治家に手紙

を書き，ミーティングに呼んだ。交通担当大臣が，フォーラムを開き，マイケ

ルさんやヘザーさんの話を聞く機会を設けることになった。 

・自分で金銭管理をしたいという希望があった。現在は，キャンドルビジネスの

ための普通口座と事業用口座，センター名義とビッグイシュー関係で2口座ずつ，

計6口座を管理している。 

 

＜マイケルさんについてのミニミーティング＞ 

意思決定者（ＤＭ）：マイケル 

トレーナー：シェア 

ファシリテーター：デビー 

サポーター：リチャード（父親） 
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他メンバー：ヘザー 

 

デビー：合意書を見てみると，まずアパートを他の人とシェアしたい，予備の寝室

に誰か住んで欲しい，それは仕事をしていて，煙草を吸わない，障害のない人

と住みたいという希望が出ています。これらの点について気持ちが変わったよ

うですが，どうしてですか。 

マイケル：キャンドルビジネスをするためです。 

デビー：何に使うのですか。 

マイケル：オフ椅子にします。予備の寝室に，机や本棚を置いて，オフ椅子に使い

たいです。 

デビー：インターネットでデスクを探しましたが，事情を話したら無料でもらえる

ことになりました。リストの2番目は障害のない人ともつきあいたいということ

でした。その関連でポートアデレードパワーというフットボールのサポーター

になりましたね。また，いわゆる街コンにも参加していますね。 

ローラ：一人一人と1分くらい話して，次々交代していきながら，気の合う人を探し

ていくというプログラムです。 

デビー：次に，職場についての不満がありました。障がい者作業所で働いていまし

たが，満足していませんでした。どうして不満があったのですか。 

マイケル：働いてもあんまり（お金を）もらえないのが大きな不満の一つでした。頼

みもしないのに作業所内の委員会メンバーに決められてしまったのも不満で 

した。 

デビー：このプロジェクトでは，マイケルがほかの方法でお金を得る方法を追求す

ることになりました。お金がないと家賃を払ったり出来ないですから。 

それで，ビッグイシューという雑誌を売ることになったのです。既に売って

いたスティーブをミーティングに呼んで話してもらいましたが，これを売れば

収入になります。 

マイケル：非常に上手くいっていて，私はトップセラーです。 

デビー：先週はどれくらいでしたか。 

マイケル：1週間で1000ドルくらいの収入がありました。 

デビー：収入以外に良いことはありますか。 

マイケル：命令されてではなく，自主的に働くというのが良いです。 

デビー：インターネットを使ってろうそくを売る仕事も始めました。 

マイケル：ミックス・ウィックス・キャンドルという名前の会社です。 

デビー：名刺や会社番号も取りましたし，材料の卸業者も決まっています。 

マイケル：ビジネスについて良いアイディアがあるのですが，現時点では企業秘密   

なのでまだ教えられません。 

デビー：マイクロエンタプライズという団体に申し込んで認められたので，プロダ

クトマネジャーが派遣されます。7月から事業が始まる予定です。 

まだ事業は立ち上がっていませんが，こんなに忙しくなると思わなかったほ

ど忙しいようです。 
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ほかにリストに挙がっていたのは健康の問題ですが，食べ物を電子レンジに

入れるのが難しい，運動を毎日するのが出来ない，といった問題がありました

ね。ですので，関係者にミーティングに来てもらって，この方面の相談をしま

した。その結果，理学療法士のアントニーがマイケルの自宅を訪問して指導し

てくれることになりました。 

次のリストは，休日の旅行（インディペンデントホリデー）に関してのこ と

です。ヘザーに経験があるようなので，彼女をミーティングに呼びました 。 

リチャード：フラカーという団体が，障がい者と介護者が他州に旅行する時に一緒

に行動できるように手配する事業をしています。 

デビー：自分の金銭的なことを自分でコントロールすることもリストされていまし

たね。これも進めていて，現在は自分名義の銀行口座を持っています。 

マイケル：6つの口座があります。 

リチャード：ろうそく事業関連で口座が2つ，普通口座と事業用があります。センタ

ーのアカウントとビッグイシューの関係でやはり2口座あるので，全部で6つの

口座です。 

デビー：今後のミーティングでは，リストに載っていることをどの程度までできた

のか，進捗を見てみましょう。いくつかは達成できていて，いくつかは進捗中

です。SDMプログラムの感想はどうですか。 

マイケル：6か月前，私は職場の問題や色々行き詰まった状態にありました。 

状況を変えるために，色々やりました。 

デビー：質問はいつでもして欲しいです。 

Ｑ：ビッグイシューを売るのはどうしてそういう話になったのでしょうか。 

デビー： 初のファシリテーターだったマイケルが持ってきた話です。 

本人の希望は，人に使われるのではなく，自分自身の仕事をしたい，自分が

ボスの仕事をしたいということだったので，この話を持ってきました。 

Ｑ：前のファシリテーターのマイケルは進捗を知っているのか。 

マイケル：今年の10月にメルボルンの学会で発表することになっていますが，マイ

ケルも一緒に壇上で発表することになっています。 

Ｑ：ビッグイシューを売って十分な収入を得ているが，リスクを冒して新しい事業

をしたいのはなぜか。 

マイケル：屋外で売るので，雨が降ったら売れないし，寒いとつらいなど天候によ

って左右されるので，キャンドルビジネスで安定した収入を得たいのです。 

デビー：ろうそくがマイケルの本来の希望で，つなぎでビッグイシューを売ったら

上手くいってしまったからそういう話になるかもしれないのですが。 

Ｑ：ビッグイシューを沢山売る秘訣は何でしょうか。 

マイケル：なぜ成功したかというのは，まず顧客を知ることです。知り合いとなり，

リピーターとなってもらって，また買ってもらいます。 
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～第６話 ダイアナさんの旅の話～スコットランドに行きたいという希望の真意 

 

1 ダイアナさんについて 

ダイアナさんは，脳機能障害があり，記憶力に問題を抱えている40代後半の女

性である。正式な診断はないが，軽度の知的障害があると思われる。筋肉硬化症

のため車椅子を利用。 

7年間Caraのグループホームで生活し，24時間サポートを受けている。 

SDM第一期に彼女のハウスメイトが意思決定者となり，生活が変わっていったの

を目の当たりにして，第二期に意思決定者としての参加を希望した。 

2 ファシリテーター 

ファシリテーターはジョアンさん。障がい者支援を30年にわたり行っており，

Caraのチームリーダーになっている。SDMプログラムには第一期からチームメンバ

ーの一員として関わってきたが，第二期からは自分がファシリテーターとなって

活動することを希望した。 

3 サポーター 

友人のカレンさんがサポーターである。家族がチームに入るのをダイアナさん

は望まなかったので，家族はプログラムに参加していない。 

4 合意書の作成 

(1) ダイアナさんは，スコットランドに行くという希望を表明した。 

当初，周囲は，スコットランド旅行に行くという希望だと受け取り，合意書を

作成した。 

しかし，実は20年前にスコットランドを旅行している時に出会った恋人のロジ

ャーさんを探したいということだった。ダイアナさんの記憶は障害の影響もあり，

曖昧だったが，赤十字を通じて人捜しをした。 

赤十字は，紛争中の人捜しをすることはあっても，今回のような人捜しは通常

行わない。しかし，例外的に協力してもらえることになり，オーストラリア赤十

字からイギリス赤十字を通じ，この人ではないかという人を特定したという連絡

が 近あった。 

(2) もう一つの希望は，ニュージーランドに旅行に行くことだった。 

当初，ダイアナさんの家族は，タスマニアに行くことを提案し，一旦は家族の

意向に従ってダイアナさんもそれに同調した。しかし，サポーターのカレンさん

から「本当にあなたはタスマニアに行きたいの？」と聞かれ，改めて自分がどう

したいのかを検討した。その結果，「タスマニアは私には寒すぎる」と思い至り，

ニュージーランドに行くことに決めた。 

ニュージーランドには，クルーズで行きたいということだった。 

そこでまず，本人と介護者2人が泊まる部屋の広さは十分か，できれば車椅子で
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行けるバルコニーのある部屋が良い，などを含め，障がい者がクルーズに参加で

きるか調査した。旅行代理店と話をした。 

旅行代理店は非常に前向きで，ミーティングに来て，写真やスライドを見せて

くれたほか，具体的にニュージーランドのどこに行くのか，各停泊地のオプショ

ン旅行に車椅子で参加できるかなどを旅行会社に問い合わせてくれた。さらに，

旅行代理店が1か月に1回チャリティーをして，寄付金を集めてダイアナさんのク

ルーズの資金援助もしてくれることになった。 

(3) ハープの演奏を聴きたいという希望もあった。 

調べてみると，ちょうどコンサートが開かれてしまったところで，間に合わな

かった。知り合いでハープを弾ける人に話をしてみたが，車椅子利用者が演奏を

聴くことに否定的だった。しかし，この報告を今回のファイナルワークショップ

でしたところ，参加者から，ハープ演奏者について心当たりがあるという話が出

た。 

5 困難と成果 

(1) 赤十字や旅行代理店など，パートナーシップにより協力してもらい，関係を広

げていくことができた好事例である。 

また，旅行代理店や旅行会社が，積極的にダイアナさんがクルーズ旅行に行け

るよう支援したことによって，今後，ほかの障がい者や車椅子利用者が旅行に行

く道が開ける可能性もある。 

(2) ダイアナさんは元々非常に従順で，文句を言わず，何でも受け入れるという態

度だった。それが自分の考えを言って，積極的な態度になった。サポーターのカ

レンさんは，以前は「私には出来ない」「お金がかかりすぎる」「家族はきっと

反対する」などと言っていた人（ダイアナさん）が自分の可能性を認めることに

なったことを体験し，自身にとっても有益だったと話した。 

6 持続可能性 

持続可能性について心配はしていない。チームの中心メンバーは，ダイアナさ

んの希望をよく分かっている。ファシリテーターがミーティングに参加できなく

ても，このグループは他の人が中心にミーティングを開き，ダイアナさんの表明

された希望を聞き，実現のために努力していくことには疑問がない。 

ダイアナさんとサポーターのカレンさんは2人ともSDMに参加して自信が付いた。

こういう自信が付いたことで，2人はスタッフに対してより信頼を寄せ，またスタ

ッフも2人と関わることをより楽しめるようになった。2人が自分の人生の色々な

ことを自分で決め，表明された意思をスタッフが居住環境の中で実現することを

手助けしていくことになる。 

 

＜ダイアナさんについてのミニミーティング＞ 

意思決定者（ＤＭ）：ダイアナ（ダイ） 

トレーナー：シェア 

ファシリテーター：ジョアン 

サポーター：カレン 
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シェア：これからSDMの旅についてダイに聞きます。もし答えたくなければ答えなく

てまったくかまいません。どこに，どれくらい住んでいますか。 

ダイ：Caraに7年間住んでいます。個室はありますが，台所やテレビは共用です。 

シェア：彼女は昔の恋人のロジャーに会いにスコットランドに行きたいと話をしま  

した。そのことをカレンから話してもらいます。 

カレン：彼女が20年前にスコットランドを旅行している時に会った人で，忘れられ

ず，また会いたいと考えています。 

彼を探すために，サルベーションアーミーという団体への照会から始めまし

たが，上手くいかず，ダイアナからさらに情報を得ようと思いました。 

ダイアナの記憶がはっきりしないので大変でした。家族とも話して，いくつ

か手がかりを得て，赤十字と話しました。通常赤十字は戦争や紛争などの時に

人捜しをしますが，今回のようなことでは普通は探してくれません。しかし今

回，例外的に人情によりやってくれるということで，イギリスの赤十字に連絡

を取り，2週間前にイギリスの赤十字からも協力するという返事をもらいました。 

今週，イギリスの赤十字から，ロジャー・クラークという名前の人は沢山い

るが，おそらくこの人ではないかという人を特定したという連絡がありました。 

シェア：ダイはスコットランドに行って，もう少しロジャーのことを知りたいと考

えているようです。ダイがスコットランドに行き，ロジャーを探すことについ

ての経緯をジョアンに聞きたいと思います。 

ジョアン： 初，合意書には，スコットランドに行くこと，としか記載がありませ

んでした。しかし，色々聞いてみると，ホリデーで行くのではないことが分か

ってきました。実はロジャーを探しに行くということでした。 

表面的にはスコットランドに行くということでしたが，裏の意味を知ること

が大切だということが分かると思います。 

シェア：6か月前に合意書にリスト化したことの中で，ほかに何か覚えていることは

ありますか。 

ダイ：ニュージーランドに行くことです。 

シェア：タスマニアではないのですね。 

ダイ：姉妹は「タスマニアに行ったら良いじゃないの。」と言ってきたのですが，

私には寒すぎます。 

シェア：ニュージーランドへの行き方についてはどうしますか。 

ダイ：クルーズで行きます。 初は車椅子だから出来ないと思っていましたが，今

は何とかなる，すぐに出来ないとは言わないでおこう，と思っています。 

シェア：ニュージーランドにクルーズに行くならお金もかかるし，だれか一緒に行

かなければならないけど，その点は分かっていますか。 

ダイ：分かっています。はっきりしているのは，タスマニアは寒いから行かないと

いうことです。 

カレン：ニュージーランドにクルーズで行くことを手伝うことになっていて，情報

を集めていますが，一時的にハワイにクルーズに行くという話も出ました。彼
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女の姉妹はタスマニアに行くように提案しました。本当はどこに行きたいので

すか。 

ダイ：ニュージーランドです。 

シェア：ニュージーランドにクルーズに行く話はどのくらい進んでいますか。 

ジョアン：まず障がい者が参加できるか調査しました。 

本人と介護者が2人付いていきますが，部屋の広さは十分か，できれば車椅子

で行けるバルコニーのある部屋が良いということでした。 

ダイはホフマンという旅行代理店と話をしました。代理店の人は非常に前向

きで，ミーティングにも来てくれました。その旅行代理店はミーティングで写

真やスライドを見せてくれて，具体的にニュージーランドのどこに行くのか，

各停泊地のオプション旅行に車椅子で参加できるかを聞いてくれました。 

カレン：万全を期すためにいくつか質問をしたのですが，来た人が答えられなかっ

たので持ち帰って旅行会社に問い合わせてくれました。先週回答が返ってきた

ところです。資金の問題ですが，ホフマンが1か月に1回ボランティアでチャリ

ティーを行い，集めた寄付金をダイアナのクルーズ資金の一部に充てることに

なりました。 

ジョアン：ダイの写真を撮って，Cara conversationというパンフレットに，ダイの

ためにホフマンがチャリティーをしていることを載せました。 

アンディ（Caraの役員）：パートナーシップの素晴らしい一例だと思います。 

ジョアン：旅行会社や旅行代理店が車椅子でのクルーズの参加に非常に前向きなの

で，他の身体障害のある人，車椅子の人のクルーズへの参加にも道が開けるの

ではないかと思っています。 

デビー：バルコニーへのアクセスどうなっていますか。 

ジョアン：何とかするということで，今検討しているところだと聞いています。 

シェア：クルーズやロジャーのことも着々と進んでいますが，他に合意書のことで

覚えていることはありますか。ニュージーランドに行ってどこに行きたい，何

をしたいのですか。誰かがハープを演奏しているのを見たいということもリス

トに挙がっていましたね。 

ダイ：はい。 

シェア：ジョアン，この希望に対してはどうしましたか。 

ジョアン：元々音楽と言っていて，詳しく聞いたらハープということでした。アデ

レードでそういうコンサートが開かれるか調べました。 

今年の初めに1回コンサートがあったのですが，もう遅かったのです。デビー

の職場にハープを弾ける人がいるということだったので，その話をしています

が，その人は車椅子の人が聞くというのには否定的ということでした。 

デビー：ハープを弾く他の人がいるので，大丈夫かもしれませんよ。 

ジョアン：それは素晴らしいですね。このように話を皆で共有すると，思いがけな  

い波及効果があるという具体例になりましたね。 

シェア：SDMに参加しての感想を聞きましょう。 

カレン：サポーターとしては，もちろんダイにとっても良かったですが，私にとっ
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ても有益な体験となりました。以前は「出来ない」と言っていた人が，そう言

わずに可能性を認めることになったということです。 

シェア：ジョアン，30年間障がい者サービスをしてきて，その仕事の経験と，この3

か月間のプロジェクトの経験とを比較しての感想を教えてください。 

ジョアン：過去30年間はどうしてもベストインタレストに基づいて仕事をしてきま

した。しかし，表明された希望に重点をシフトしたとき，私が何を考えるかで

はなく，本人が何を考えるかということを大切にするという視点に違いがある

と気づきました。 

前回はチームメンバーとして，今回はファシリテーターとして参加して， 

「私には出来ない」と言っていた女性が変化したことを体験できたのは素晴ら

しかったです。 

ダイ：同意します。 

シェア：プロジェクトの 終段階にさしかかっているので，ダイに感想を聞きます。

6か月間のプログラムが終われば，もう私が会うこともないかと思います。ほか

に何か希望はありますか。 

ダイ：特にありません。 

シェア：では，合意書にリストした希望が叶ったら，次には何かあるのですか。 

ダイ：ハワイに行くのもあるかな，と思います。 

Ｑ：なぜ以前は「出来ない」と言っていたのに，「出来る」と言えるようになった

のですか。 

ダイ：ミーティングを通じて，肯定的に考えるようになった結果だと思います。別

の考え方をすることは，ある意味で挑戦ではありますが，とても一生懸命にや

っています。 

カレン：このSDMプロジェクトの中でダイは声（voice）を得ることになりました。

日常の中でも自分が考えていることをきちんと言うことによって，彼女自身が

物事すべてを前向きに発展させることに寄与しています。 
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第5 ストラスモント・センター訪問 

1 訪問概要 

 訪問日時：2015年5月18日（月）午前9時～10時30分頃 

 場所：Strathmont Centre 

 参加者：クロード（住居担当ディレクター），ピーター（ストラスモント・エリ

アマネジャー），シェア（トレーナー），リズ（職員，見習いファシリテーター），

ディアン（職員，SDMのインターナルサポーター），タンビア（職員，見習いファ

シリテーター），ローラ（アイルランドでSDM実践中），視察団メンバー 

2 ストラスモント・センターの歴史について 

(1) ストラスモント・センターには20年前には600名の知的障がい者が暮らしていまし

た。現在は20名しかおらず，しかも2，3か月後には全員が引っ越す手配をしていま

す。なお，アデレードでは施設を廃止するというのが20年来の方針です。 

(2) ストラスモント・センターは1971年にオープンしました。政府にとっては一大プ

ロジェクトでした。この施設が開設されるまで，知的障がい者と精神障がい者は一

緒に暮らしていましたが，当事者の声は失われていました。そのため，1960年代後

半，障がい児を持つ親たちが政府に対して，施設の設立を求めた結果であり，スト

ラスモント親の会を作って，関与をしている人もいます。 

オープン時は，軍隊モデルに基づいてストラスモント・センターは設立されまし

た。医療監督者と看護師がいて，訓練を受けていないホームアシスタントと呼ばれ

る人たちがいました。ホームアシスタントは母親的な特色を持つ立場でしたが，母

親というのは，人が発達することを助けるわけではなく，「これをしなさい」と指

示を出すものなのです。コントロールと健康面に関心があり，遵守すべきことは沢

山あり，サポート計画の対象は健康面だけでした。マズローの三角モデル（心理学

者アブラハム・マズローが提唱した欲求5段階説）の2段目の健康と安全しか充たす

ことはできませんでした。 

(3) 80年代に革命が起き始めました。西オーストラリアからやって来たガイ・ハミル

トンが，ノーマライゼーションの考えに基づき，他の人が地域で暮らしているのと

同じような生活を障がい者もすることができるとして，私たちに変化を求めました。

しかし，彼はその当時人気がなく，我々も変化の必要性を感じられませんでした。

多くの専門家が何か良い方法を議論しているようでした。その後，新しいモデルと

して，看護師を中心としたサポートから，デベロップメント・エディター

（Developmental Educator＝DE）を中心としたサポートに切り替えました。もっと

も，DEには看護師も多くいましたが，その看護師達は，後に，大学で勉強すること

になりました。その結果，DEは充実していきました。私たち3人（ピーター，デビ，

シェア）はそういうところの出身です。そして同時に分かってきたことは，障がい

者の人たちは，大人数の施設にいると，個人の人生が失われるということです。こ

の当時，ストラスモント・センターに入所していた障がい者30人ほどが，3，4名規

模の支援付き住居に移りました。 

ストラスモント・センターのシニアマネジャーが，同センターの閉鎖や脱施設化
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について，家族を対象とした大きなミーティングを開催しました。しかし，当事者

の親たちは，その当時，家族にどんな影響があるか大変心配しており，同センター

の閉鎖や脱施設化に反対する親たちが，ほかの親や影響力の強い団体にも影響を及

ぼし，私たちの仕事が大変妨げられてしまいました。個別アプローチの有用性を学

び，それ以降，より良いサービスを受けるように移動させるときは，本人や家族に

話すようになりました。 

その後，新しい一般サービスの計画を立て，計画のゴールを，生活の中の9つの

面，例えば金銭面，家族，職業，所有などにしました。目標，ゴールを設定するこ

とで，色々なことが可能になりますが，このサービスは，その人に合わせたサービ

スではなく，サービスにその人を合わせたものになってしまいました。そのスタイ

ルで続けていたものの，リスク管理には良かったかもしれませんが，結局，個人の

管理を充たすことはできませんでした。 

その後，ライフスタイル・プランニングという方法を使うことになりました。障

がい者とサポーターがミーティングに参加して，ゴールを同意して設定します。し

かし，率直に意見を言う人がいない限り，彼らの声はやはり失われたままでした。 

(4) 90年代から，入所者を一般住宅に移動させることが多くなってきました。500名く

らいが地域社会で暮らすことになり，一般的に3人から5人で一軒に共同生活をして

います。1人で暮らしている人もいます。もっとも，ここまで来ても，本人達の声は

十分に発せられていないということが分かりました。 

そこで，アクティブサポートモデルという訓練プログラムを始めました。このモ

デルのキャッチフレーズは，「ために」しようではなく，「ともに」しよう，「一

緒に」しよう（Do with, not for）ということです。サポートワーカーは，彼らが

できるだけ自分の人生を歩めるように，自分の生活を自分でコントロールできるよ

うに支援しようとしています。Choice（選択）というのがこのモデルの特徴です。

しかしながら，このモデルでは，きちんとした訓練なしに，また確固たる見解もな

しに行ってきたため，成功は限られてしまいました。 

(5) 現在，ストラスモント・センターでは新しいモデルを用いています。今回は資金

が沢山出ています。施設で暮らす人のための助成金が多く出ているのです。 

「1度について1人だけ」という個別プランを重視した支援をやっています。遅す

ぎるのではないかという批判もありますが，個人としてひとりひとりのニーズに目

を配るというのが信条です。「1度について1人だけ」という個別プランニングをし

て，色々と話をして望みを探りますが，障がい者が何を一番望んでいるか分かった

時には，大変「恐ろしく」なりました。どうやって良いのか分からなかったからで

す。リスクマネジメントの面でも，大変心配になりました。しかし，その希望を叶

えるために献身的にやり，前進したと思っています。 

当時，大変恵まれたことに，シェアさんからSDMの話がありました。途中，シェ

アさんから難題を突きつけられて，軋轢が生じたこともありました。施設で20年以

上も暮らしていた人たちがいたので，1人暮らしを決断するのは難しかったです。個

別の住宅に移っている人たちもいて，上手く生活をしていて，期待を遥かに超える

人もいるのですが，一方，その人たちは潜在的な可能性を秘めていましたが，実現



41 
 

していなかったのです。「1度について1人だけ」プロジェクトとSDMプロジェクトの

目指すところが一致しました。未だ，20人がストラスモント・センターに暮らして

いるので，この人たちに対処するために，SDMの協力を期待しています。 

SDMは関わっている当事者以外にも利益があります。私たちも耳を傾けるという

ことを学んでいます。当事者を真ん中に置き，その人が自分の人生をコントロール

すること，私たちは彼らを所有しているのではないということ，その人たち自身が

人生を持っていて，リスクをも引き受けること，私たちの仕事はコントロールする

ことではなく，そばに建っている見守ることだということなどです。 

良い例として，ストラスモント・センターに15年間生活をしていた若い女性のエ

ピソードがあります。1年ほど，彼女は1人暮らしをしていますが，6か月ほど前に私

のところに来ました。大変個性の強い性格の持ち主ですが，それでも私のところに

来て，旅行に行って良いかと許可を求めてきたのです。施設にいると，そういう自

分で決める力というものが失われてしまいます。私は，安全ではないので，NOと言

いそうになりました。しかし，私も変わらなければならないと思い，リスクがある

ことは分かっていましたが，貴方次第だと言ったのです。もしトラブルに巻き込ま

れたり，まずいことになったらどうするの？クインズランド州に行ってしまっても，

私たちはここにいるよと言いました。彼女は，毎日電話する，お金は十分にある，

と言いました。すべて設備がついているホテルに泊まるし，お金も沢山持って行く，

ホテルの金庫に一部のお金は入れておくとも。すべて彼女が計画を立てました。そ

んな彼女に対して，私たちは15年間，あれはだめ，これはだめと言い続けてきたの

です。 

将来思い返すことになれば，私たちは批判的に自分たちを見ることになるでしょ

う。それ自体は悪いことではなく，私たちも発展してきたことの証明です。 

3 ストラスモント・センターの変化と今後について 

(1) 私たちは，ストラスモント・センターにおいて，ステップ毎に改善を心掛けてき

ました。60年代，知的障がい者と精神障がい者が一緒に暮らしていて，同センター

ができることで，天国になるのではないかと思い，その時の期待は当たっていまし

た。もっとも，私たちは常に限界に挑戦してきました。そいて，限界は変わって行

きます。限界に挑戦するために大切なのは，指導力だと思います。また，何に到達

したいのかというビジョンも必要となります。そして，そのビジョンを達成するた

めに，何が障害となっているのかを考え，改善することを信じて行わなければなり

ません。 

強い言葉を使えば，人々は「無知」だと思います。このSDMプログラムによって

何が可能なのかを人々に見てもらわないといけません。チャンスを作らねばなりま

せん。それが1度達成されると，物事が達成されるスピードは速くなってくるのです。

今いるところで満足してはいけないのです。もっと，することは沢山あります。 

(2) ストラスモント・センターにおける戦いはほぼ終わりましたが，アデレードには

もう一つの二流の施設があり，入所者は数百人から80人まで減ったものの，今も医

療モデルで運営しています。医療モデルから権利に基づいたモデルに変更している

のですが，信じない人が沢山いるので，対立があります。医療ケアからライフモデ
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ルケアに半分くらい変えましたが，問題の一つは，誰が決断を下すかということで

す。看護師が，何が一番良いかを決めることが多いのですが，看護師たちは部屋に

入って，骨折していればその足しか見ない，その人全体は見ないのです。 

そこで，私たちは，入所しているすべての人に同意アレンジメントプロファイル

を作りました。そして，大きな決断，小さな決断，それぞれ誰が決めるのかを決め

ました。これは，すべての人は決断を下すことができるという考えに基づいていま

す。すべての人は意思決定ができるという推定に立った上で，その意思決定内容を

特定して支援していくようにしています。それに向かって歩いています。 

(3) 何年もかかって学んだことは，サービスする方がコントロールすると，本人の人

生を盗む様な結果になるということです。サービスプロバイダーの立場から言うと，

彼らに完璧な生活をして欲しいと思うのですが，間違いを起こしてはいけないとか，

リスクがあってはいけないとか，サービスプロバイダーに不利なことがあってはい

けないと考えることは，当事者にとって良い生活にはなりません。普通の人でもそ

うですが，何かをするとリスクがあるのは当然のことですし，そのおかげで人生は

楽しくなるのです。真にその人をサポートするためには，その人の希望に沿ったサ

ービスを提供する必要があります。簡単なことではありません。何かへまをすると，

報告書を作成しなければならないですし，当事者に自分の人生をコントロールする

ことや，上手く行かないときには，それはそういうものだということも，ネグレク

トにならない限度で教えなければなりません。私たちは本人が何か失敗したりする

と，大臣に申し開き（報告書の提出）をしなければなりません。例えば，自転車か

ら落ちたりするとそういうことになります。 

当事者が希望することをサポートするということと，何かあるかもしれないとい

うおそれとの対立，「ケアを行う立場としての注意義務」対「リスクへの尊厳」（Duty 

of care vs dignity of risk）ということになります。リスクアセスメントについ

ては，当事者にリスクアセスメント上，難しいと話をしても，それでもやりたいと

いう場面があるから難しいのです。誰のリスクなのか，当事者のリスクか，サービ

ス事業者のリスクなのか，ということを考えねばなりません。 

4 退所者の生活状況について 

  ストラスモント・センターは20人がすべて対処することによって廃止されること

になる予定です。対処後は，重度障害を持っている人には，それぞれのコミュニテ

ィにスタッフがおり，24時間支援付きの住宅に暮らしていて，サポートができる状

態にあります。一般住宅に住んでいる人の方が，健康状態が良いし，振る舞いに関

する問題も減ります。家族との関係も良くなりました。ただ，一般住宅に住んでい

ても，地域との関わりがほとんどないという問題があります。一般住宅に住んでも，

サポートしているのは有給のスタッフですので，地域との関わりや友人作りには協

調していません。課題としては，地域との関わり，友人作り，人生のコントロール

をさせるということです。SDMはそれを改善するための一つの戦略です。地域に出た

後に抑制的な生活をすることもありましたが，本人中心（Person-centred）のサポ

ートを行うようになってからは，変わりつつあります。自分の選ぶ人生を送って欲

しいのです。まだ，旅は途中です。地域から施設に戻りたいと希望する人は1人もい
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ません。ここでも一つのエピソードを。複数の障害を持つ人たちが数百人生活して

いた施設を閉鎖したということで，マスコミがそれを取り上げたいと取材依頼がき

ました。ところが，みんな出て行ってしまっていたので，わざと退所の場面を作り

ました。退所場面の撮影のために，話しもできない重度障害の男性が，施設に車椅

子で連れてこられました。その時，ひどい恐怖の表情を浮かべていました。彼はま

たその施設に戻されるのではないかと思ったようです。彼に，撮影用だよと話をし

たら，表情が和らぎました。このことに尽きます。 
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第6 カラ（Cara）訪問 

1 訪問概要 

 訪問日時：2015年5月22日（金）午前9時～10時30分頃 

 場所：Cara 

 参加者：デニス（CEO），アンディ（役員），トッド（職員），デビー（職員，SDM

のインターナルサポーター），シェア（トレーナー），ディアン（ストラスモン

トの職員，SDMのインターナルサポーター），ローラ（アイルランドでSDM実践中），

視察団メンバー 

2 アンディさんの話 

これから 新の居住施設についてのビデオをお見せします。すべてがこんなに良

いわけではありませんのでご承知おきください。 

この住宅は障がい者用住宅と一般向けの混合住宅で，一棟に両方が入っています。 

34 世帯が住んでいて，そのうち 7 世帯 7 人が障がい者です。 

居住環境に問題があった人にここに入ってもらい，新しい居住環境で生活しても

らっています。 

スタッフが一人一緒に住んでいて，障がい者全員をモニターして，チェックして

います。モニターの仕方は覗き見ではないですが，必要なら遠隔で動きが分かりま

す，例えば 15 分間まったく動きがなければチェックしようということになります。

スタッフに連絡し，頼んでチェックしてもらうということもできます。 

（ビデオの中で居住者の話） 

こんなところに住めるのは夢のようです。 

ハイテクで，車椅子生活に 高の設備が整っています。 

スタッフサポートは 24 時間体制で，うれしいです。 

ビデオに出てきた人は，自宅からこの住宅に転居しました。 初の SDM プロジェ

クトの対象者の一人です。SDM を通して自立を高めたことは，ここに転居する一つ

の力になりました。 

(1) カラについて 

私たちカラには，650 人の対象者とほぼ同数のスタッフがいて，すべてコミュニ  

ティベースのサポートをしています。障がい者の権利に基づき，また障がい者権利

条約の定める基準に基づくサポートをしています。 

歴史的に，私たちの対象者は重度の身体障害，知的障害を持った人たちです。私

たちの組織は，何十年にもわたって，こういう人たちに対して，基本的に代行決定

を行ってきました。現在は，代行決定から，障がい者の権利に基づいた考えにより，

本人の決定をサポートするという考え方に変わってきました。 

この転換は，大きな文化的転換でした。スタッフ全員が，代行決定から，個人に

光を当てた，本人を中心とした支援に，また本人の希望を聞いて夢を実現するとい

うコンセプトに認識を変える必要がありました。 

(2) SDM プロジェクトについて 

考え方が変わるとしても，誰かの個人的な偶然によってシフト転換が行われるの



45 
 

ではなく，SDM は構造，枠組みを変化させることで，個人がシフト転換をするため

の手助けになると考えます。 

スタッフから得た情報により，SDM がひとりひとりにとってどんな意味を持ち，

変化をもたらしたかについて話します。 

(3) SDM プログラム導入の結果 

SDM プログラム導入により，以下のようなことが達成されました。 

・意思決定者（DM）が自信を持つようになりました。 

・スタッフの本人の能力に対する理解がこれによって高まりました。 

・本人が自分の声を持ち，いろんな問題に対して関心を示し，それについて意見を

述べるということをよりよく理解できるようになりました。 

・結果として，1 人 1 人がイニシアティブを持って色々なことをするというのが見   

て取れるようになりました。 

・対象者と一緒に生活しているサポーターにとっても自信の増大につながりました。

障がい者はもっと出来るのだという自信です。 

・この旅についていうと，達成したこと，本人に力を与えたという積極面は特別素

晴らしいものでした。 

(4) カラの SDM プロジェクトへの関与 

SDM プロジェクトに対し，カラはお金と時間をつぎ込んで，相応の関与をし，全   

力で当たりました。 

関与の内容は，第 1 に財政的な支援，第 2 に適切な人材を割り当てました。 

ファシリテーターになる人が，適切な，相応の人であることが大切でした。 

(5) 認識の問題 

SDM プロジェクトにおいて，ベストインタレストから表明された希望に認識を切り

替えるに当たって，本人の言っていることが夢ではないかと思うこともありますが，

それを実現していく過程の中で，達成出来ないとしてもそれなりに本人が到達する

点があり，それは重要で基本的な側面だと捉えています。 

 

《質疑》 

Ｑ：カラの関与により，スタッフ，組織にとって負担は減りましたか。 

アンディ：成果を金銭的に評価することは難しいのですが，経費削減を求めて始

めたのではなく，権利の問題です。その結果経費削減があったかについては，

国家障がい者保険スキームとの関連で，経費が変化したということもなくは

ないですが。 

また，組織的には SDM プロジェクトが本人の権利の点から良いということ

はありますが，組織としての求人の面では肯定的に作用します。ここで働き

たい人が結果的に増えることは，組織として良かったです。 

Ｑ：経費削減となるなら，人員削減につながりスタッフに心理的抵抗がありませ

んでしたか。 

アンディ：小さい組織なら，そういうことがあるかもしれないですが，カラは大

きいので，考慮の対象とはなっていません。しかし，あくまで権利に基づく
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のだということを繰り返し確認したいと思います。 

ディアン：ストラスモントの個別のケースではコストに変化がありました。暴行

を加えることがなくなって，スタッフの労災や労働時間というコストはかか

らなくなりました。また，スタッフの数や時間は削減されました。 

また，ある 1 人に一定額の予算がかかるとすれば，ネガティブなことでは

なくポジティブなことに取り組むために時間や予算を使えるようになったと

思います。 

Ｑ：SDM と直接関係していな椅子タッフとの情報共有はどうなっていますか。 

デビー：持続可能性という点から，あと 2 期，このトライアルをするつもりです。

そして，ほかの組織からお金を取ってこの SDM プログラムを提供していきま

す。それが持続可能性や，今までにつぎ込んだお金を回収するために大切な

ことです。 

カラとストラスモントは，この分野に先進的な取組，専門性を持っている

ということで，周りに波及させていくという構造を考えています。 

組織的な取組としては，すべての課のマネジャーがファシリテーターにな

り，各課に広げ，組織全体に広げていくことを考えています。 

シェア： 初はチームで平均 17 人，それを三角形で広げていくというモデルを考

えています。意思決定者本人についても，少数から始めて広げていこうと考

えています。 

Ｑ：先程出た言葉で，本人を中心とした支援というのがありましたが，SDM モデル

と関係がありますか 

アンディ：本人中心支援（パーソンセンタードアプローチ）については，組織全

体としてそのような概念を取り入れて，必要なツールを開発し，各自の支援

計画などを上手くやるために役立てようと考えています。現在，25 人のスタ

ッフが学位コースで勉強しています。 

SDM プロジェクトはその一部をなす要素となります。例えばグループホーム

があって，これまではスタッフは，3 時から 10 時まで仕事としてそこでサー

ビスをしていました。しかし SDM では勤務時間外にボランティアのサポータ

ーとしてそこにいることになり，それを考慮した勤務態勢を取ることになり

ます。 

例としては，これまで人事課がスタッフを採用してきましたが，本人中心

アプローチでは，個人につく人は，障がい者自身が面接をしてスタッフの採

用に関わることを考えています。 

Ｑ：優れた取組だと思いますが，それを一般に広げる過程で啓発の方法がありま

すか。国や州の制度に関連付ける仕組みについてもお聞かせください。 

アンディ：４つの柱があります。 

第一は本人中心の支援アプローチです。まずは中心部に意識を植え付ける，

次に，誰にでも行き渡るようにするという試みを考えています。 

アクティブサポートというのは，主に自宅に住んでいる人について，その

人をサポートするのですが，SDM はその一部です。その過程で障がい者が自分
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の望んでいること，目的を理解して，日常生活であれがしたい，これがした

いということを実現していきます。それが全体の一部として当てはまるので

はないでしょうか。 

また，個人の障がい者の日常生活その他を記録し，測定します。それをマ

ネージして，次の段階に進んでいきます。 

デビー：鶏を飼っている人（ミック）の例ですが，SDM で合意書を作って，クラブ

や釣りに行き，ジムにも行きます。それらはすべてスタッフが変わっても職

務になりますので，そういう形で仕事に取り込まれ，見守り，チェックする

ことが組織としての一部になっていきます。 

アンディ：皆さんが会ったロビー・ウィリアムズのシチズンフッド（citizenhood，

市民であること）の考え方を受け入れ，浸透させていくという努力をしてい

ます。 

先ほど述べた 4 本柱というのは，運営面（Operational excellence）と個

人の資質（Person-centred excellence），サポートの成長（Growing our 

support），他の組織との連携（Partnerships of excellence）ということに

なります。 
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第7 権利擁護庁訪問 

1 訪問概要 

訪問日時：2015年5月19日（火）午前9時～12時頃 

訪問先：権利擁護庁（Office of the Public Advocate = OPA） 

参加者：ジョン・ブレーリー（同庁長官），シェア（トレーナー），デビー（カ

ラ所属：SDMのインターナルサポーター），ディアン（ストラスモント所属：SDM

のインターナルサポーター），ローラ（アイルランドでSDM実践中），視察団メン

バー 

概説：UNCRPD guiding legislation and strategy /Supported decision 

making/Capacity in legislation 

2 権利擁護庁（OPA）とは 

  権利擁護庁は，サウスオーストラリア州で，判断能力のない人の権利を促進・保

護するために設立された独立した行政機関です。同庁は，①情報提供と教育②紛争

解決③調査④ 終手段としての後見人⑤アドボカシー（擁護）を行います。後見人

を選任するのは，権利擁護庁とは独立した準司法機関の役割を持つ後見委員会（ガ

ーディアンシップ・ボード，Guardianship Board）です。SDMプログラムは権利擁護

庁から始まりました。 

3 障がい者権利条約との関わり 

  オーストラリアにおける戦略を決めるに当たり，障がい者権利条約は重要な指針

（ガイドライン）となっています。障がい者権利条約は｢障がいとは肉体的，精神的

障がいだけではなく，環境や相互作用の中で生じる障壁（バリア）そのもの｣と定義

し，権利擁護庁で始めたSDMプロジェクトでは，障がい者は自分で意思決定できない

という態度を改め，さらにはそのような状況に置かれた環境を克服することを重視

しています。さらに，障がい者とその人を取り巻く友達や家族，サービスで働く人

々，広くは住民に対する教育，スキルを身に付けるということも含まれています。

一つの権利を実現するためにはすべての権利を実現することが必要です。誤りの一

つは，決定権を奪うことでその人を守ることが出来ると考えることです。人によっ

ては，障がい者権利条約12条（法の下の平等）を実際に実行したら，かえってその

人が危険にさらされるのではないかと心配する人もいますが，私たちはそのように

は考えません。12条とともに16条（搾取，暴力，虐待からの自由），5条（平等と非

差別）も重要です。｢拘束行為｣は，よく政府機関やサービル提供事業者が，その人

の安全のために必要だというのですが，実際には拘束が罰として行われたことが往

々にしてありました。欧州人権裁判所は，このような罰としての拘束行為は明確で

はなく（not explicit），間接的なもの（implicit）であっても，罰として捉える

べきであると明確に言及しました。SDMは人に対する尊厳，平等という考えに基づい

て実行されていますが，障がい者の被害（罰）を止めるための一つの大きな手段で

あると考えています。SDMプロジェクトの原則，つまり人間に対する尊厳と尊敬に基

づいて実行される中で，障がい者を拘束するような実態はなくなっていくと思われ

ます。 
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4 政策見直し（Review） 

(1) 現在の後見制度は，イギリスにおける成年後見制度，精神保健法，｢ノット・ギル

ティ｣制度（障がいがあることにより有罪と見なされないという制度）等を初めとす

るパレンス・パトリエ（Parens patriae，国親思想）の思想に基づいて作られてい

ます。この現在の後見制度，精神保健法は，法制度の中に意思能力についてきちん

と書かれておらず，意思決定支援についても含まれていないので，改革が必要です。

改革の基礎には，人に対する尊厳があり，その考え方を表す言葉はパーソンフッド

（personhood，個性ある人であること）です。 

(2) オーストラリア全州，サウスオーストラリア州には政策をレビュー（見直し・再

検討）する機関があり，後見制度のレビューも行っています。2014年オーストラリ

ア全土における意思決定に関する原則（National decision making principles 2014）

は，①平等に意思決定に参加できる権利（The equal right to make decisions），

②支援を受ける機会を得る権利（Support），③自分の生活に影響する決定に対して

意思決定支援を受ける権利（Will, preferences and rights）④濫用防止のための

安全策（Safeguards）について見直し提案を行い，オーストラリア立法措置改革委

員会のレポートも提出されており，政府，司法大臣，法務省がどのように扱うか見

守っているところです。SDMにおける今後の具体的安全策としては，意思決定支援に

関する法律により，サポーターに対し，支援に関する法的義務を新たに課すころ，

サポーターが代行決定ではなく，本人の意思決定を支援する存在であることを明確

にし，本人の意思決定が意思決定支援に基づくものかどうかを法律上認識できるよ

うにすることが重要です。オーストラリアの意思決定に関するモデルは段階的（ス

テップ）モデルを採用しているので，代行意思決定は以前ほどされていませんが，

場合によっては必要であると考えられています。カナダやヨーロッパの一部では，

後見制度を廃止して，SDMだけをやれば良いという考え方もありますが，まったく意

識のない人，まったく意思決定が出来ない人はどうすればよいかという問題がある

ので，後見制度をまったく廃止することは出来ないと考えており，ステップモデル

でやっていくところです。SDMプログラムでは，サポーターの教育，養成を通じて，

代行決定を減らしていきます。代行決定は，権利を奪うことなので良いことではな

いのです。しかし必要なこともあります。法制度改革委員会では，意思決定支援（意

思，好み，生活）に関するガイドライン，代行決定に関するガイドラインを出して

います。 

5 段階的（ステップ）モデル（Stepped model）について 

(1) 意思決定の段階 

（モデルの図①） 
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自律が高ければ自分で決められるので外部介入は少なく，自律的意思決定

（autonomous decision-making）ができます。しかし，自律度が 低・ゼロに近け

れば外部からの介入が 大になっていき， 終的には代行決定となります

（substitute decision-making）。その中間的に2つの段階があり，意思決定に際し

て助言・サポートするという一般的な支援者側の義務，合理的な配慮が前提となっ

ている補助的意思決定（Assisted decision-making）と，第三者が意思決定支援を

行うことが前提となっている支援付意思決定（supported decision-making）があり

ます。  

(2) 支援付意思決定について 

（モデルの図②） 

 

支援が必要であったとしても，自律度が比較的高ければ，SDMは合意，つまり意

思決定者である本人が同意する形で行います（supported decision-making by 

agreement）。この合意（文書化されます）は現実に行われ，機能していますが，現

在はこの合意文書に法的意味はないため，法的な合意文書として裏付けるべきとも

言われています。サポーターには支援の義務があるということで，他の機関も合意

された内容を合法のものとして受け入れる義務があると考えられるからです。 

自律度が一段下がると，一種の裁判所による決定（命令）によるSDMになります
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（supported decision making by tribunal appointment）。例えば，前頭葉の損傷

のために，意思決定はできるが思いつきなどでやってしまう人の場合に，何か行う

前に，友人や兄弟にまずは相談しなさいとい形で命令を下すことができるというこ

とです。なお，この制度はサウスオーストラリア州では採用していません。 

代理人協定制度（representational agreement）は，カナダのブリティッシュコ

ロンビア州で採用されている，より重い障害の人について，意思決定を任せるとい

う制度です。意思決定支援も行っていくが，場合によっては代行決定も出来る一種

の混合形態といえます。サウスオーストラリア州でも，事前の医療同意においては

代理人が設定され，その代理人は 終的には代行決定もできますが，まずは意思決

定支援をして，どうしても出来ないときに代行決定するという混合形態の制度とな

っています。国連でも代行決定について議論されていますが，学者マイケル・バー

グは，代行決定を行うための隠れ蓑として使われていると批判しています。個人的

には意思決定支援を行う場合に，これを代行決定が含まれることは良くないと考え

ています。ケースによっては，代行決定が必要になることはあり得ますが，それは

はっきりと裁判所により決定されることが望ましく，いつの間にか意思決定支援か

ら代行決定に移行してしまうことが可能となっている形態は良くないと思います。 

共同意思決定者（Co-decision maker）は，外部介入が一番大きくなって，自律

度が低い場合は，本人だけではなく，共同意思決定者と共同で二人とも同意するこ

とが必要という制度です。もっとも，2人の意見が異なった場合には本人の意向が通

るという仕組みになっています。カナダのアルバータ州で行われています。 

(3) ステップモデルは自律と外部介入の程度を関連させて， 終的な外部介入の程度

を決めていくということです。ステップモデルがないと，意思決定支援が功を奏し

ないと一挙に代行決定に移行してしまいます。したがって，中間に，選択肢が用意

されていることが良いことと考えます。 

6 意思決定支援にあたって 

(1) 意思決定を考える際には，まずは人には意思決定する力があるということが前提

となり，また，それは全般的な能力ではなく，それぞれの分野ごとの意思決定する

力（Decision specific）ということです。 

(2) 意思決定に当たっては，法律，人権，精神医学，神経科学のエビデンスに基づく

ことも必要です。 近の科学の進歩により，人はリスクに対する態度には様々なも

のがあるということが分かってきました。衝動に対する医学的な研究も進んできて

います。ある日本の研究からは，人によってリスクのある決定をする場合の反応に

違いがあるということが分かりました。その違いの原因は，遺伝であったり学習の

違いであったりもしますが，必ずしも障がいとは関係ありません。意思決定に関し

ては，単にその人の決定を尊重するだけではなく，なぜそのような意思決定をする

かということも考慮に入れなければなりません。人によって，自分の責任を重く取

る人と，他の人にも任せて責任を取らない人がいるという違いもあります。人によ

って，どの程度の量の情報が必要かも違います。ある人は，少ない情報であるいは

ぱっと決めてしまうし，別の人はより多くの情報がないといけなかったり，慎重に

決めたりします。これは異常ではなく，それぞれの決定が尊重されるべきものです。
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そのため，サポートする人は，意思決定に色々なスタイルがあることを理解して尊

重する必要があります。 

7 意思決定する力（capacity）がないとは 

特定の意思決定場面において，意思決定する力が損なわれたとされる基準を定め

ています。①意思決定に関連するどんな情報も理解できない，②そういった情報を

保つことが出来ない，③そういった情報を意思決定している中で利用できない，④

どんな方法でも自分の決定を伝えられないというときです。 近，事前の意思決定

に関する法律（Advance Care Directives Act 2013 and Consent Act Capacity）が

でき，その中にも規定されています。 

しかし，一方で，単に限られた短時間だけしか情報を保持できないという理由で

は，情報保持が出来ないとは判断してはならないとしています。例えば，中度のア

ルツハイマー病で，色々な意思決定はできるが，すぐに忘れてしまい，また翌日に

決定しなければならない人は，意思決定する力はあるのです。あるいは，ある時に

は，完全な意思決定が出来，別の時には，まったくできない，行ったり来たり，波

があるという人もいるということを踏まえておく必要があります。 

基本的な考えは，その人の意思決定する力を 大限尊重するということです。 
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第8 パープルオレンジ訪問 

1 訪問概要 

訪問日時：2015年5月19日（火）午後1時40分～午後5時頃 

場  所：JFAパープルオレンジ事務所 

参 加 者：JFAパープルオレンジ代表ロビー・ウィリアムズ，シェア（SDMの開発

者），タンビア（ストラスモント職員，見習いファシリテーター），ローラ（ア

イルランドでSDM実践中），視察団メンバー  

2 JFAとは 

(1) JFA（Julia Farr Association）は，アデレード郊外にある障がい者の政策の起案

立案を行うエージェント集団です。「パープルオレンジ」という名前が活動の際の

通称です。この団体は，障がい者施策について政府が導入すべきサービスを立案し

たり，モデルを開発したりしています。活動資金は寄附やその寄附を投資に回して

上げられた収益です。政府からの委託料を受け取ることもありますが，独立した法

人であることを維持するために，政府や自治体のお金に頼ることはしていないとの

ことです。 

(2) SDMモデルとの関係 

JFAは，同モデルを実施する際に，考慮すべき「要素」やその効果測定方法を提案

することでSDMモデルと関わっています。意思決定支援の基本は「人が社会において

何かが足りない場合」その足りないものを埋めるという考え方に立ちます。「足り

ないから奪って第三者が判断する」のではなく「加えることによって」意思決定が

できるようにサポートすることが必要と考えています。 

3 「意思決定支援」にはどのような要素の検討が必要か 

以下は，パープルオレンジの考え方です。 

(1) 人の意思決定を支援していくための４つの主要な要素 

人の意思決定を支援していくためには，4つの主要な要素があると考えています。

①パーソナル（個人）資本②ノーリッジ（知識）資本③マテリアル（物質）資本④

ソーシャル（社会）資本です。 

(2) パーソナル（個人）資本について 

これは，個人的資質に関する資本という要素です。人がどのように自分をポジテ

ィブな視点でとらえるか，つまり社会生活において価値ある役割を担うといったこ

とを検討する要素です。人がどのように自分の強さや才能をとらえ，どの時点で人

として成長し，重要な役割を担うかといった前向きな将来をどのように計画するか

ということを検討する必要があります。重要なことは，人生に影響を与えるような

決定やどのようにリスクにアプローチするかについて，本人がどれだけ中心的に関

われるか，ということです。 

例を上げれば， 

① 障害をもって生きる多くの人は，自分をポジティブにとらえ，人生における可

能性を探る助けとなる一般的な人生経験を得ていないかもしれません。多くの場

合，家族と本人は，必要と思われるサポートを得るべく奮闘することに多くの時
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間を“無駄に”費やさなければならず，物事がどのように変化できるかを想像す

る時間やエネルギーが残されていません。これはつまり，サービス事業所は，人

が普通の価値ある役割に満たされた充実した人生を想像する権利を取り戻すこと

を支援する方法を考え出すことが重要であるということです。それは，人が自分

の強さや才能につながることを助け，人が誠実に進んで行ける個人的で前向きな

未来を計画することを支援することでもあります。 

② どんなに障害の重い人でも社会に対して，贈り物をする力をもっているという

例の話をします。ジョシュという5歳の子どもがいました。彼は，予防接種に悪い

形で反応が起き障害を負いました。学習能力・言語能力すべてにおいて問題があ

り，政府は障がい者学級に入るべきだと考えましたが，父親の努力で普通学校に

入学できました。1年目の5歳は合計60名で30名の2クラスになりました。3年目に

なった時，ジョシュをどちらのクラスに入れるかについて先生が争っているとい

う話を父親が聞き怒りました。息子が自分のクラスにいてほしくないと先生たち

が争っていると思ったからです。父親は学校に行き，抗議をしました。しかし父

親は間違っていました。先生たちはジョシュを自分のクラスに入れたくて争って

いたのです。父親は幸せな気持ちになり先生たちになぜジョシュをクラスに入れ

たいか聞きました。先生は答えました。『ジョシュがいると，生徒たちの態度が

変わるからだ』と。彼がいると子どもらはよくものを考え，静かになり，協力し

合うようになるとのことでした。障害のある人が社会に贈り物ができるというひ

とつの例です。 

③ 意思決定を支援する側には，次のような考え方が必要です。 

・自分の行動が常にその人がユニークで価値ある人間であるとの敬意を払ったも   

のであることを確認する方法を見つける。 

・あなたが，彼らが話すことと同じくらい彼らがすることを通して心から耳を傾   

けていることを確認する方法を見つける。 

・あなたが支援するそれぞれの人が，社会生活で価値ある役割を担うことができ

るという考えについて熟考し，あなたがその人を支援するなかでこれを継続的

に実践できる方法を見つける。 

(3) ノーリッジ（知識）資本について 

① 良い決定のためには，その人の現在ある知識をどう使うか，また知識をどう増

やすかという要素から考える必要があります。例えば，多くの人は，いまやオン

ライン検索のためのインターネット接続とスマートフォン／タブレットを当たり

前のことと捉えています。情報はとても重要で，それへのアクセスを持っていな

いことは，その人の人生の変化に本当に影響を与えかねません。例えば，私たち

はスマホをなくしたり，オンライン接続がダウンしたり，怪我によってその技術

や知識を使えなくなってしまった場合，何もできなくなります。誰もが新しい知

識や技術，見識を確立する助けとなる機会を持つことは重要です。障害のある多

くの人は，健常者と同じくらい知識や技術を利用したり増やしたりするための機

会がないかもしれません。これには沢山の理由があります。例えば，知識構築の

機会（学校やカレッジ，職場での実習等）にアクセスできないとか，その人の能



55 
 

力に対する他者の期待値が低いとか，サポートの問題などです。これは，サービ

ス事業者が，その人が今ある技術や知識を十分に活用でき，新しい技術や知識を

獲得することができるようどう支援していけるかを考える必要があることを意味

しています。また，特に注意しなければならないのは，情報をシェアする時や情

報を提供する時に，フィルターがかかっていることです。情報のフィルターとは，

情報を伝える時に，何を伝えるか，何を伝えないかとうい判断を入れていること

です。障がい者に伝える情報にもフィルターをかけています。家族もサービス事

業者も自然にフィルターをかけていますが，本人が知識資本を得て成長する妨げ

となることがあります。本人の決断は，知識資本の面からは，情報をよく知った

上での決断でなければなりません。支援する人々がどのように情報を利用できる

かを考え，自分たちの心配や必要性が情報にフィルターをかけることになってい

ないかを考える必要があります。 

② 意思決定を支援する側には，次のような考え方が必要です。 

・その人が既に持っている知識や技術を十分活用できるよう定期的に支援する方

法を見つける。 

・その人が新しい経験や学びを通して知識や技術を増やせるよう定期的に支援す   

る方法を見つける。 

・あなたがフィルターをかけているかもしれない情報の種類に気を配り，これが   

その人の「十分な説明を受けた上での選択」の妨げとなっていないことを確認   す

る方法を見つける。 

(4) マテリアル（物質）資本について 

① これは私たちが人生で所有する物質のことです。お金や家，所有物などは個人

的に管理できますが，その他に，公共交通機関や職場，ビーチ，ショッピングセ

ンター，学校といった他者と共有する物質もあります。物質資本の中で も重要

なものは，生きるために充分なお金を持つことであり，多くの人にとってこれは

生活資金を持つことを意味します。ポケットの中のお金が選択肢をもたらします。

ノーマネー，ノーチョ椅子です。障がい者は，通常収入が低いので選択の余地が

大きくありません。障害を持つ多くの人やその家族は，しばしば適正な賃金の職

に就くことが難しく，低収入で暮らしています。これはその人の生活変化にとっ

て選択の幅を狭めます。障がい者は，時給1ドルや2ドルという非常な低賃金で働

いています。政府が， 低賃金法からの極端な例外を認めていることの結果です。

こういう施策は，人生のチャンスを減らしています。同様に，公共施設へのアク

セスの問題や障がい者と暮らす人々を利用から遠ざける風潮などもあります。公

共施設がいわば，新しい機会や経験に対する重要なきっかけになるはずであるの

に，ここの隔絶は，決定的とも言えます。障がい者はアクセスの仕方を教えても

らえないため，アクセスできないことがあります。サービス事業者が特別手配の

バスを使って送迎することで公共交通機関を使ってのアクセスができないことが

あります。事業者はよかれと思ってやっているのですが，公共交通機関を使えな

いという結果を導くことになります。通常の公共施設を使うことを妨げるような

特別なバスや集団外出といった調整を避ける必要があります。 
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② 意思決定を支援する側には，次のような考え方が必要です。 

・その人の所有物やその管理方法に敬意を払う－これは，在宅の人を支援してい

る場合，特に重要です。 

・その人が賃金の出る雇用を見つけ，それを継続できる技術を維持し身につけら

れるように支援する。 

・健常者と同じように公共施設に定期的にアクセスできるよう支援する。 

(5) ソーシャル（社会）資本について 

① これは，人は社会的な存在であるという普遍的な考えからの要素であります。

グッドライフ（より良い人生）を考えた時には，一人では意味がありません。人

生で関わる人々，お互いに知り合っている人が必要です。周りに人がいるという

ことは，沢山のニーズ（親交，精神的サポート，物質的支援，新しい機会等）が

満たされることでもあります。人生に関わる人々の存在が，私たちの社会資本を

表しています。人生の始まりは，肉親との関係性から始まり，人生経験を重ねる

につれ，新しい人々（幼少時代の遊び仲間，学友，同僚，顧客，同居人，隣人，

サークルメンバー等）と関わるようになります。この多様性は私たちに成長の機

会をもたらすことになります。人々と関わる通常の定期的な機会が，社会資本を

成長させ維持するのに重要であることの理由です。意思決定支援を行うためには，

その人が人生における重要な人々との関係を維持し，新しい人々と出会うことが

できるよう，どのように支援していけるかを考える必要があります。ある人が交

通事故で重い障害を負った結果，従来の住居から車で4時間かかるところでの生活

場所が候補になりました。もとの住居付近には，友人や元の職場の同僚やその人

にとって沢山の重要な人が住んでいました。しかしその人は，現在転居しました。

この人の社会資本の維持は大きなダメージを受けました。この結果，これらの社

会資本の方々は本人の決定に参加できなくなってしまいました。また，障がい者

に対するアンケートによれば，サービスに関わる人やお金を払って来てもらう人

以外に，過去6か月で何人の新しい人と出会うことができたかとの質問に対して，

障害の重い人ほど過去6か月の間に新しい人の出会いが少ないとの報告がありま

す。社会資本としての，現在の関係の維持及び新しい関係を作り上げていくとの

要素を確保していくことが必要です。 

② 意思決定をする側には，次のような考え方が必要です。 

・その人が人生の中で重要だと位置づける人々との定期的な関わりを維持できる

よう継続的に支援する方法を見つける。 

・通常の価値ある手段で新しい人々と出会えるように継続的に支援する方法を見

つける。 

・どのタイプの一般的に価値ある関係性が個人を越えたものであるかについて，

ネガティブな思い込みを避ける方法を見つける。 

・コミュニティの他の人が，その人と価値ある人間として誠実に直接的に関われ

るように支援する方法を見つける。 
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第 9 まとめ 

これまで意思決定させてもらえず，決定しても取り上げてもらえず，周りの人が本

人についてのことを決めるという環境で育った人は，急に，自分のことだから今日か

らは自分で決めなさいと言われて情報を提供されてもすぐに決定することはできませ

ん。 

そういう人について，この人は物事を決められないから意思決定できない人だと判

断するのは早計です。 

また，本人が決めたことが周りの人の考えることと違う場合（例えば，周りの人は

本人が在宅での生活はできないと判断しているのに，本人は在宅で暮らしたいと言う

ような場合），本人は適正に物事を決める力がないから意思決定できないと判断する

のも本人の意思に応えているということにはなりません。 

オーストラリアの意思決定支援モデルの取組は，本人が意思決定する力をつけるよ

う配慮されており，意思決定する力を得た本人による意思決定を目指しています。 

オーストラリアの支援モデルにおいては，意思決定支援はチームで行い，中心に本

人を置いてその周りに調整役，指導役であるファシリテーター，本人が信頼し支援し

てもらうことを希望した友人や家族などのサポーター，本人の意思を実現するための

様々な関係者がおり，毎週1回程度のミーティングをしながら本人が表明した希望を実

現するように活動します。意思が実現することに自ら関わることで本人は意思を表明

することへの自信と勇気を得るようになり，新たな意思決定すべきテーマにも自信を

持って臨むことができるようになります。 

サポーターの人たちも，当初は本人のためにはこれがいいのだと自分たちの考える

ベストインタレスト（ 善の利益）に基づいて支援しようとしますが，訓練を経たフ

ァシリテーターの指導により，ベストインタレストの考えではなく，本人の意思を中

心にした支援をすることに自らも変わっていくようになります。 

ファシリテーターが一定期間経過後は支援から外れますが，そうなっても，残った

サポーターが本人のために意思決定支援を続け，問題が発生したときにはファシリテ

ーターが戻ってきて調整に当たります。 

オーストラリアの支援モデルは，本人には意思決定する経験と力を得るように，周

りのサポーターにはベストインタレストの考えから本人中心の意思決定支援に考えを

切り替えてもらい，本人も周りも変わることで継続的な支援を可能にするシステムを

めざしており，意思決定支援の1つのあり方を示しています。 
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＜参考＞ 

後見委員会（Guardianship Board）と 

権利擁護庁（The Office of the Public Advocate） 

 

1 後見委員会（Guardianship Board） 

(1) 根拠法： 

Guardianship and administration act 1993 

（1993年後見と財産管理に関する法律） 

責任の明示： 

Guardianship and Administration Act 1993 

（1993年後見と財産管理に関する法律） 

Mental Health Act 2009 

（2009年精神保険法） 

Advance Care Directives Act 2013 

（2013年事前指示書に関する法律） 

Consent to Medical Treatment and Palliative Care Act 1995 

（1995年治療と緩和ケアの同意に関する法律） 

(2) 概要： 

① 管轄権のある裁判所のような機関 

人の生命や財産に影響を与えるような重大な決定をなす権限がある。 

② 構成メンバー 

  SA州の州知事が指名する。3名で構成。  

  ・委員長または副委員長（主席弁護士であること） 

  ・精神科医や医師といった専門家 

  ・判断能力のない人々の利益を説明したり，働き掛けたりすることに長けた地

域住民 

③ 権限内容 

 ア 後見命令 

判断能力のない人の身上監護や医療に関わる判断をする後見人を選任する。  

その選任が特定の分野に限られていないのであれば，後見人はヘルスケアを含  

むその人の介護や福祉に関するあらゆる判断をする権限を持つことになる。ま  

た，定期的（ 大3年）または求めに応じて，後見命令を再検討する。 

  イ 財産管理命令 

判断能力がない人の財産，資産，法的問題を管理する財産管理人を選任す

る。財産管理人には，個人（親しい友人，弁護士，会計士等）や，組織（Public 

Trustee 公認受託者，民間受託者等）がなる。また，定期的（ 大3年）ま

たは求めに応じて，財産管理命令を再検討する。 
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  ウ 医療同意 

    本人が判断能力を失っており，他に誰も同意をする人がいない場合は，後

見委員会が必要な治療や歯科治療に同意することがある。殺菌や妊娠検査と

いった規定された医療同意の同意もする。 

  エ 入院治療命令と通院治療命令 

  オ 入院治療命令と通院治療命令の抗告 

後見委員会の中に別に審判課があり，レベル1，2入院治療命令，レベル      

2通院治療命令に対する不服を審査する。 

  カ 規定された精神科治療   

精神疾患に対する電気けいれん治療と精神外科手術に同意することができ

る。 

 

2 権利擁護庁（The Office of the Public Advocate） 

(1) 責任の明示： 

Guardianship and Administration Act 1993 

（1993年後見と財産管理に関する法律） 

Advance Care Directives Act 2013 

（2013年事前指示書に関する法律） 

Consent to Medical Treatment and Palliative Care Act 1995 

（1995年治療と緩和ケアの同意に関する法律） 

(2) 概要 

州議会に説明責任のある独立した行政機関（法定公務員） 

SA州で，判断能力のない人の権利を促進・保護するために設立された。後見委

員会（Guardianship Board）とは別の組織ではあるが，緊密に連携している。 

(3) 事務内容 

① 情報提供と教育 

 判断能力のない人に影響のある事柄についての情報や4つの法律

（Guardianship and Administration Act 1993，Mental Health Act 2009，Advance 

Care Directives Act 2013，Consent to Medical Treatment and Palliative Care 

Act 1995）についてのアドバ椅子を提供する 

② 紛争解決 

  事前指示書（健康や居住場所，個人的な決断等）や健康の同意に関する問題

について紛争を解決する権限があり，事前指示書を取り消すこともできる。 

③ 調査 

  後見委員会はOPAに対し，判断能力がないと思われる人が何らかの危険な状況

にいる場合，調査を指示することができる。OPAは，後見委員会の決定を補助す

るために報告書を提出する。 

④ 最終手段としての後見人 

  後見委員会は，選任できる適当な人がいない場合， 終手段として，OPAを後

見人に選任する。 
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⑤ アドボカシー（擁護） 

判断能力のない人の権利や利益を侵害する状況について報告し，それによっ

て支援をする。年次報告書を提出している。 

(4) 障がい者による意思決定支援モデルの開発 

2010～2012年，OPAは，障がい者による意思決定支援モデルパイロットプロジェ

クトを行い，同プロジェクトの担当がCher Nicholson氏であった。同モデルでは，

障害のある人たちにとって著しい効果（自主性の拡大，意思決定能力の向上，

Social capitalと社会参加の拡大）があることが証明された。そして，2013～2014

年は，HCSCCがCher Nicholson氏を雇い，さらにモデルを発展させた。 
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参加者（アイウエオ順） 

川嶋 志保（横浜弁護士会） 

熊田  均（愛知県弁護士会） 

中村真由美（横浜弁護士会） 

久岡 英樹（大阪弁護士会） 

松隈知栄子（愛知県弁護士会） 

水島 俊彦（東京弁護士会） 

 

 

 

 




