
権利擁護セミナー参加の振り返り                回答：51/116 

 

 
 

 

１．「当事者主体の支援」～その人の権利（あたりまえ）から考える～についての講義・演

習によって得たことは何ですか 

権利擁護の重要性と行使の難しさ。 

その人と関わる時の「プロセス」の重要さを再確認した。 

「相談支援・介護支援の基本」のレジュメは、何度も読みました。とてもよい文章だと思

いました。この文章を心に置いて、忘れないように支援したいと思います。デスク周りに

貼り付けたいと思います。 

権利→”あたりまえ”（普通）という捉え方と、現実的な実践のしかた 

権利には積極的な権利と消極的な権利があり、当たり前の生活をするために適切な支援

が必要であること。 

権利を知らぬ間に奪っていたり、やり直しがきくということで選択する事をうばってい

いないかということ 

権利擁護に正解はなく、だからこそみんなで悩みながら関わっていく必要があること。 

御本人のあたりまえの権利を守る。ご本人のいない場所でご本人の生活を決めない。専門

性をもって関わる人は、ご本人にとっての最善の利益を考えて関わるということ。 

専門職としての在り方 

本人の最善の利益につきあっていく 

大橋先生の話からは権利に対するこれまでの考え方の変遷、そしてこれからの考え方に

ついて改めて学ぶ機会になった。 

権利擁護は何度聞いても難しい。 

今回大切な 3 点を伺い、覚えやすく、とてもありがたいです。 

 事例を使った演習で、その人になりきって考えたときに思いついた自分の意向が、専門
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職として考えた支援方法とは異なっていることに気付くことができた。本人の為と考え

たことでも独りよがりである可能性があることを実感し、改めて本人の意向を確認する

ことの大切さを学ぶことができた。 

それぞれ、普通というものがあり、捉え方は難しいとは思うが、消極的な権利と、積極的

な権利共に守られてこそ。当たり前、普通、と呼べるのではないか。という説明があり、

大変納得できました。 

主体的に受け身での取り組み方による違い、失敗することも大事な経験。という説明など

も、対人援助だけでなく、いろいろ活用できる考え方だと感じました。 

自分が、当たり前と思い支援していたことが当たり前ではなかったことに気付かされた。

偏の目で見ているつもりではなかったが、実際はみていたのではと心苦しいものを感じ

た。その人を知るということの大切さを改めて感じた。 

普通（あたりまえ）は誰にでも等しくあること。自分がされたらいやなのに、人にはする

という言葉で我に返った。 

当事者は，今いる環境しかしらない。支援者は，そのおかれている環境がベターなのか，

ほかの選択肢がないのか？と当事者との対話を継続する中で（積み重ねる中で）考え続け

ることが必要であると感じた。そして，私たち支援者も，『あれ？そのかかわり，おかし

いよね。』と考えさせられる研修に足を運び続けることが必要だと思った。 

人として一番重要なところを福祉の仕事以前に知る事が出来たことです。 

意思決定支援を行ううえで、本人の意思と生活の利益が対立することもある。丁寧なアセ

スメントをせずに、本人任せという言葉でそのまま進めていくことは良くない。主観的な

利益(本人の意思)と客観的な最善の利益(専門職の見立てなど)を話し合いのなかで探っ

ていくことが必要。 

契約にとらわれていたことに気づけたこと、 

人がそのままで持っている権利を実感できたこと 

権利擁護の具体的な内容を掴みました。 

「権利が護られているとは・・・①本人の意思を確認することが最大のポイントであり、

本人がどうしたいのか尊重することが大事だが、②生活の利益が確保されることを捨て

てはだめ。本人にとっては主観的な最善の利益かもしれないが、客観的な最善の利益の確

保の必要性について検討しなくてはならない。これらは対立することが多いわけだが、ど

ちらを考慮して支援しているのか、根拠をもって説明できることが権利擁護に関わる支

援者の役割である。そして③本人を孤立させず、社会とのつながりも維持できるような支

援を行うことで初めて、権利が護られていると言えるのです」と説明してもらったように

記録しました。 

主観的な本人にとっての最善の利益（アル中の方：酒を飲みたい、飲んで死ねれば本望

だ）は、時に愚行権と言われるものとなるのでしょう。支援者としては、その愚行権を『本

人の意思だから』と放っておくことはせず、生活の利益を優先すべきそのタイミングを逃
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さないよう、向き合うことが大切だと感じました。 

権利擁護の意味を理解する事が出来、○○したい、○○されない、の両方が守られている

状態が普通であると聞いて大いに反省した。 

権利や権利擁護と聞くと、とても難しい事と感じていた時期もありましたが、特別な事で

はないんだと思いました。 

私達の関わりを間違えると、その人の権利を侵害する事につながるかもしれないとも感

じたので、自分の関わりを振り返る良い機会になりました。 

人権と権利の違い、歴史による権利の獲得など、普段の業務の中では学べないことが講

義・演習により確認できました。 

講義・演習は、以前にも見聞きし、“知っている”内容が多かったが、普段の実践場面で

は抜け落ちている事がほとんどだったので、とても良い振り返りの機会となった。 

認知症の方や障害のある方でうまく自分の思いを表現できない方でも、本心を読み解く

ことの大切さ。 

自分が今行っている支援と照らし合わせ、その方のご意向をきちんと聞き取れているの

か、違った解釈をしていないだろうかと考えながら聞いていました。施設の特性上、全て

をかなえることはできないとブレーキをかけていないだろうか、また、同じ方向性を他職

種同士で共有出来ているだろうかと考えた時、不十分であると思い当たる節がありまし

た。みんなの当たり前、その方にとっての当たり前、どちらか一方だけでは実現しない事

がたくさんあり、その為にもその方にとっての当たり前をどのように聞いていくか、分析

していくかを考えるよい機会になりました。 

今回のセミナーに参加し、入居者様の希望に添うようにやっていた事でも、職員に都合が

良いように誘導してたり、本人とお話をせずに「～だろう」と勝手に判断している事が

多々あったなと改めて反省し、意思決定支援の重要性を再確認致しました。 

日々の介護を自己点検する機会になり、職員にとってあたりまえ、一般的に考えればずれ

ているような感じがして気づきを得ることができました。 

良かれと思ってしていても結果的に、「専門職による支配」になってはいないかどうか。 

権利を護る上で①自己決定の尊重、②生活の利益、③社会とのつながり、このうちどれも

欠けてはいけないという言葉が印象的だった。 

本人の話や考えを「待つ」ことを念頭に本人主体で考えること。ひとくくりにしない。そ

の人は誰かと似たような人じゃないんだということ。 

上下関係なく、一人一人の権利があること、対人援助に関わる私たちは常にその部分を意

識していく事が必要だと改めて感じました。 

「あたりまえ＝同じ年頃の人がしている生活」であることは、高齢でも障害でも子どもで

も同じように考えられると思いました。「何も決められない」ではなく、「支援を受ければ

決めることができる」という考えは福祉の職種だけではなく、教育機関の学校の先生方に

も理解が必要な考え方だと思いました。 
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「当たり前」の軸を当事者に置くこと、自分の中の「当たり前」を捉える軸のブレに早く

気づくこと、そして軌道修正の機会を持つこと。 

特に相談支援・介護支援の基本の内容（５．６．７ページ）が介護士にとってわかりやす

く参考になるものでした。他の職員へもそのまま伝えやすいと思いました。また、本人の

意思を探り確認する事、意思決定のプロセスを理解するなど人権尊重や擁護する上で大

切な事がわかりました。 

当たり前のことと思いつつも，改めて考えさせられました。 

権利擁護とは意思決定支援であること。 

自分で選ぶ、自分で決めることが、たとえリスクがあっても、大事なこと。 

当事者主体の支援のため、当事者にわかりやすい配慮のうえでお互いに徹底的にし合う

ことの重要性を再確認できました。 

まだまだ不十分だが「権利」の正体・像を捉え考えることができました。また、人があた

りまえ＝普通であることの価値を改めて感じることができました。 

本人主体ということは、どのようなことを見ていけばよいのかが具体的に理解できた。 

権利擁護というものは憲法に及んでも抽象的な概念であり、定義しにくいもの。自分自身

や社会一般が考える権利擁護はどれも必ず正しいとは言えない反面、間違っているとも

言えない。常に変化する権利を視野に入れることが大切であることを理解することがで

きました。 

・様々な障害があるなしにかかわらず、主体は本人であること、主体的に参加し話し合い

をする事、尊重してもらえ守ってもらわなければならない権利である事等私たちは本人

主体の支援を行う事について、自分はどう対応していたかを思いながら再確認ができた。 

本人にとっての当たり前の生活を考えたときに自己決定を尊重できるよう、生活が保障

される事どちらもかけてはいけない、主体的に本人が参加し、話し合いをしていく、本人

の立場にたって考える事を再確認した。 

今までに気付かなかった視点に気付く事が出来ました。 

施設にいると、入居者の方よりもご家族の意見を取り入れてしまっていると感じました。

ご家族の意向も大事ですが、入居者の方の意向も取り入れ、支援に活かしたいと思いまし

た。 

「自分のことを勝手に他人に決められないこと」の大切さが支援の根幹であることを、改

めて肝に銘じました。 

当事者の生活の支障や家族の負担を重視しがちですが、当事者の視点に立ちどのような

状況でも能力が発揮でき相手に左右されないよう自立を支援することが必要であること

を改めて学ぶことが出来ました。 

意思決定支援といいながら、本人の意思を本当に尊重できているのか。あたりまえという

事の価値として、これまで自分は消極的側面にのみ関わっていて、積極的側面の権利は見

ていなかったのではないか。両方が守られてこその権利擁護だという学びがあった。 
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「あたりまえ」や「ふつう」ってどういうことなのか、改めて考える機会となりました。

本人から見た最善と家族や周りから見た最善が違っている場合に、本当に悩みますが、逃

げずに向き合っていきたいと思います。 

自分は何のためにいるのか、何をする人なのかを考えさせられました。 

当たり前のことが当たり前にできていないことが実際にはまだ多くあること。 

権利擁護の研修を何度受けても、 

反省が多くあると感じること。 

 

２．得たことを実践でどのように活かしたいと思いますか 

利用者さんに最善の対処を行うために活かしたい。 

常に意識しているつもりでも、いつか「つもり」になってしまう危険性がある。勉強会を

通して、再確認した 

関わりの中で、「相談支援・介護支援の基本」を実践できるよう「意識」を忘れないよう

にしたいと思います。 

権利擁護について、身体感覚で”腑に落ちる”ように体得し、まわりと共有していきた

い。 

意向を確認する際に、何故その意向を表出したかを確認する。 

家族や事業者に都合の良い方向にならないように、本人の気持ちを常に尊重していきた

い 

困難事例での介入時。CM が孤立せず対応できるよう協働していきたい 

どんな状況でもご本人の意向（本当の）を確認し、訳し代弁していこうと思いました。 

利用者主体である 

利用者のせいにしない 

認知症の方は”わからないだろう、こちらで決めよう”ではなく、職員と共に考えながら

意思決定のお手伝いがきちんとできるような考え方をしていきたい。 

手帳に書き写しました。 

いつも振り返りながら実践していきたい。 

その方の理解力に合った、分かりやすい説明をする。 本人の意向を頭から否定したり、

誘導したりすることなく、本人の希望に近付けるためにどうしたら良いのかを検討でき

るようになる。 

虐待などの消極的権利を擁護するだけでなく、福祉の専門職は、積極的な権利を守る、実

行できるよう支援する役割、そのことに詳しい職種なんだとも感じた。 

そのためには、まず本人との対話から始まり、ずっと本人と対話を続ける。 

失敗することも経験。を頭に置き、先回りせず、本人が決まるための提案を続けるなど、

今回学んだことを活用しながら支援を行いたいと思います。 

お客様一人ひとりを知ることと、意思を尊重しその人を見守りながら支えていきたい。お
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客様のお話を確り聞き入れ心を広くしたい。自分もいつかは通る道ということを念頭に

おき仕事に従事していきます。 

支援者主体になっていないか。困っているのは誰なのか。当たり前とは何なのか。常に振

り返りたい。勤務先でも情報共有し、みんなで考えていきたい。 

日々の対話の積み重ねを大切にしていきたいと思います。 

本人主体を常に頭に置いて介護に活かしていきたいです。 

その人の「あたりまえ」を守るために、悩んだら立ち止まり話し合いを行うということを

心がけたい。 

何度も繰り返し学ぶことで、身体に染み込ませたいと思います。 

「権利擁護に正解はない、悩みながら権利擁護をする」という説明を聞いて、納得いきま

した。具体的な支援方法については包括内だけで考えるのではなく、ご本人とは、誰と話

し合いをしたいかを相談し、本人、多機関も交えて話し合う過程を大切にしたいと思いま

す。 

入所者さんとの関わり方で、悪かった所を反省して今後は気を付けて行きたい。 

改めて自立支援や支援の基本が身につくように、普段の支援を意識して行い、振り返る事

をしていきたいです。 

本人主体の支援の大切さを確認できました。今後の業務の中では、地域の介護支援専門員

に対してケアマネ支援の中で大切さを伝えていかなくてはならないと感じました。意見

交換などを通し、自身の考えを話しながら考えることにより理解が深まると感じたので、

実践していきたいです。 

講義・演習内容は、知識として理解していても普段の実践場面では抜け落ちている事がほ

とんどだったので、日頃から改めて意識する事で、より良い実践に繋げていきたい。 

本人からの話をよく傾聴し、本人が納得できる形で支援できるようにしていきたい。 

現在、看取りの方で、ある特定の有名人に会いたいという希望があり、難しいかもしれま

せんが、その方との何かしらの関わりが持てる（直接的ではないにしろ）機会を作れない

か考えていたところ、今回の講義を聴いて、本質的に「会いたい」という気持ちが本人の

本当の望みなのか、もう一度考えるきっかけになりました。結果は、「自分の好きだとい

う気持ちを伝えたい」ことが分かり、手紙を書くことになりました。そのように本質はど

こにあるのかを悩みながら考えていくことを継続していきたいと思います。 

認知症だからと決めつけず、些細な事でもご本人とお話しをし意思を確認してから介助

に当たるように心掛けたいと思います。 

利用者様の生活歴、個性などを十分に把握し、可能な限り個別のケアを実践できるように

努めたいと思いました。 

支援される側の立場になって、その人にとって普通の、当たり前の支援を行うこと。 

今回学んだことは包括の総合相談、権利擁護、日常的な業務すべてに関わってくるため、

研修で学んだことを忘れずに実践したい。そして時折振り返っていきたい。 
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その人のことはその人に聞く。受け止める。尊重する。シンプルだがその繰り返しで、時

には居宅支援の手引きや研修で振り返る時間を持ちたい。 

実際の現場において、利用ささん等とのトラブルになっているケースも多く、当事者主体

ができていないことが原因の場合も多いです。また直接利用者さんに関わる職員が、権利

擁護や当事者主体を理解していなく、机上の空論、と言われたこともありました。実際の

支援方法を共に考えて実践することが必要だと感じ、実践しておりますが、困難の連続で

時間もたくさんかかっております。また質の高いケア=当事者主体、や権利擁護、と捉え

ている事業者さんもおり、トラブルも多い印象でした。 

本人が理解して決めるためにはどんな話し方や伝え方が適切か、よく把握した上で、その

人の自己決定支援をしていきたいと思います。 

当事者の声、声にならない声にも耳を傾け、確認し、最善の方法を当事者と決めていく。 

自分にブレが生じていないか、常に周りのスタッフや同業者、等と客観的視点を持って確

認していく。 

利用者様の思いを常に傾聴・確認し利用者様主体で関わって行くことが、人権を守るとい

うことで大切という事を職員間で振り返り反省していきたいと思います。これまでに支

援などで諦めの考えや妥協する場面も多々ありましたが利用者様のできる可能性という

ことを第一に考えてチームケアでの視点をかえていきたいと思います。 

いつもそのつもりで接しています。 

本人が決めることだからと放置せず、本人にとって「最善の利益」が何か説明する事は怠

らず、そのことを押し付けず、誘導せずに本人に決定してもらう事を心がけていく。 

ケアマネジメント業務もしているので、介護サービスを選ぶときなどに、自分で考えて自

分で選び、自分で決められるよう、促していければと思う。 

当事者の意思尊重という基本に沿って、当事者の生活の利益優先を共に考え、実践してい

きたい。 

自分が日々接している利用者は、権利侵害のリスクのある生活を送っている当事者であ

ることを常に心に止めて活動したい。 

利用者との面談の場面で活かしたいと思います。 

支援する相手の言葉を言葉の意味そのままだけにとらえず、そのプロセスも加味しなが

ら、支援者の真意を探っていきたいと思っています。 

これからも本人と話し合いをし、決めるための手助けや見守り、時には待つことも含め、

礼儀と尊重をもって考え方を尊重できるよう接していきたい。 

これからも本人と話し合う事、決めるための手助けや見守り、時には待つことも含め、礼

儀と尊重をもって考え方を尊重できるよう接していきたい。 

相手の立場に立って接していきたいです。 

入居者の方一人一人にアセスメントすることは時間がかかってしまいますが、日々の会

話を通し、少しでもその方らしい生活を送って頂けるよう支援に努めたいと思いました。 
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日々の具体的な実践のなかで判断に迷う場合や支援の方向性を考える際に、大けが・大間

違い（？）をせずに支援できるよう、「自分のことを自分で決められる」ことに立ち返る

ようにしたいと思います。 

当事者にとって最善の策を支援者が考えて行くのではなく、例え失敗しても当事者の思

いを大切に一緒に考えて行くような支援ができればと考えています。 

自分のあたりまえがあるように、誰にでも(認知症の人、障害のある人)あたりまえがあ

り、その人のあたりまえの価値観を探りながら、意思決定支援をしていきたい。 

当たり前のことが当たり前であるために、本人との対話を大事にしていきたいと思いま

す。思い込みや独善に気をつけて、本人と一緒に最善の利益を考えていけるようになりた

いです。 

自分が自分だったらこうしてほしいと思うことを 

支援が必要になったとしても 

尊重できるようにしていきたいです。 

 

３．その他，この研修で感じたこと 

とても貴重な時間をありがとうございました。機会があれば又参加させて頂きます。 

気迫に満ちた本気のオンライン研修でした。このような素晴らしい機会を作ってくださ

ったこと、遠距離でも参加させていただけたこと、本当に感謝しております。「悩みなが

らの権利擁護ぐらいがいい」との言葉に励まされつつ、少人数のブレイクアウトルームで

勇気をもってふりかえり、シェアを繰り返しながら、洞察が深まっていきました。同じル

ームの方々は現場で真摯に取り組んでおられる専門職の方々でした。小湊さんの「専門職

だからこそ」という言葉に、プライドと使命感を感じました。私は対人援助関係はまだま

だ研修レベルなのですが、訳すことについてはきちんと納得できる言葉に落とし込んで

いく責任があると思いました。最後に期せずしてご紹介に預かり、ちょっと気恥ずかしか

ったです。自分の訳したことの意味を１０年２０年とかけて理解しているような者です

が、今後ともよろしくお願いいたします。 

とても勉強になりました 

本人主体の視点を忘れず。ちょっと対応に困る方を「悪者」扱いしない！ 

常日頃わかったつもりで業務を行っていましたが、やはり振り返りの意味でも年一回は

権利擁護の研修に参加するべきだと感じました。久しぶりに会場での研修に参加しまし

たが様々な人の意見を聞きとても有意義な研修となりました。ありがとうございました。 

代弁しているつもりになっているが、はたして本当にそうなのか真意は？ 

など常に悩みながら利用者主体の支援を考えていきたい。 

ブレイクアウトルームは少人数で、皆さんとじっくり話ができて良かった。また機会があ

れば参加したい。 

大変勉強になりました。ありがとうございました。 
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さまざまな研修がある中、福祉の基盤になるところだと感じました。このような研修がも

っと増え、福祉の職種の当たり前。中身が良くなっていけばいいなと思いました。 

支援を受ける私が、してほしいこと、してほしくないこと！お客様の心の声が聞けること

が出来て、研修に参加しとても良かった。 

講話や事例を通し、自分のかかわり方を改めて振り返ることができた。何度も「当事者主

体の支援」の研修に参加するがそのたびに振り帰る自分がいるということは、何度も気づ

くことが必要な事柄なんだと実感しています。 

とても重要な内容で勉強になりました。今回初めて参加させていただきましたが、これか

らみんなで真剣に考えて取り組んでいかなければならないことだと感じました。 

研修に参加する事で、自分の支援を立ち止まって振り返るとても良い機会になりました。 

事例 2 について、すぐに虐待だと気づかなかった。 

罰則や権利侵害していることには気づいたのに。 

ルールの前の施設長の発言から、本人と施設が敵対している関係と捉えたのですが、もう

一歩が出せなかったことに反省しています。 

多くの支援者に学んでもらいたい内容だと思いました。 

皆さんそれぞれ悩みを抱えている事がよく分かりました、次回も又参加したいと思いま

す。 

一度ではなく、何度もこのような機会があればと思いました。 

大変お世話になりました。 

多職種の方と話をする機会があり、とてもよかった。 

何よりも居心地が良かったです。 

“コロナ禍”で、会場に集合して対面での受講は、1 年半以上ぶりだったと思いますが、

“知っている”顔が多く、互いに挨拶を交わし、冗談を言い合って…という事が、とても

楽しく嬉しく感じました。 

少し無理してでも参加させて頂いて良かったです。 

ありがとうございました。 

今回コロナウイルスの影響で、その日のみの研修でしたが、もう少し時間があればもっと

深く考えるよい機会になると思うので、次回は十分な時間が取れたらよいと思います。 

ありがとうございました。 

グループワークでは様々な業種の方や、同じ様な施設の介護士さんの意見を聞く事がで

き、自分では考えつかない視点からの意見も多く、大変参考なりました。 

また機会があれば参加させて頂きたいと思います。ありがとうございました。 

ともすれば日常の慌ただしさ・流れのままに、過ごしてしまいがちな日々ですが、一旦立

ち止まって考える、振り返って見てみる、という機会を与えていただきました。 

セミナーを開催していただき、ありがとうございました。 

関係者の皆様、大変お世話になりました。 
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ぜひ来年も参加したい。スティグマの研修ももう一度行ってほしい。 

ひとくくりにしないことや支配の話を聞いた時に、身近で話をしていたことに恐ろしさ

を感じた。知らず、知らずにひとくくりにしている。気が付かず支配していることを話し

ていることに驚いた。まずは自分がいる所の事業所から振り返るような研修を考えてい

きたいと感じた。 

関わっている事業者さんにより、当事者主体や権利擁護の理解と実践が異なっていると

日々感じております。また、言葉は知っているが、実際はどうすればいいのか？などの意

見も多いです。そこまでする余裕がない、との意見もありましたが、まずは最低限の保証

された権利、と言うことを理解して頂けるため、日々コツコツと啓蒙活動が必要だと感じ

ました。しかし、少人数での支援は燃え尽きてしまいますので、共有し行っていけるよう

にしたいです。 

弁護士の先生方の、福祉的な考えをおさえているところがありがたいと感じます。入所す

るにも、一人暮らしをトライしてみたか、主治医の意見の根拠など、本当にその通りだと

思いました。専門性に基づいて、専門職として、本人の最善の利益のために関わることを

意識したいです。 

自身の反省としてはズームでの研修は初めてでしたので不慣れさと緊張したのもあり、

考えがその場ですぐにはまとまらず、グループワークで思うように発言ができませんで

した。自信喪失、羞恥心の塊でした。しかし、他の方の自分と視点が違った意見などを聞

き、なるほどそうだよなと納得。自分の中でおとしこむことができました。講義において

は利用者様のあたりまえということを改めて考え、ネガティブなこともポジティブな発

想に変えられるのではないかと感じました。施設では支援者都合の場面も沢山あります。

利用者様ありきの私たちですので、お一人お一人の想い、家族の想いなども理解し、受け

止め、職員一人一人が意識して利用者様・家族様の気持ちに沿えるような支援ができたら

と思いました。理想と現実の理想があたりまえになることを実践で叶えたいと思いまし

た。貴重な研修ありがとうございました。 

いろんな人の意見を聞くことは楽しいですね。当たり前を当たり前にできるよう取り組

みます。 

自分の支援を振り返り、「意思決定のプロセスを理解」できたり、単に「わがままだなぁ。」

と思ってしまい、「一人で決めて」と、その時の気分で対応してしまったことが多少あっ

た。反省して今後はそのようなことのないように協力していきたい。 

久々に仲間と場を共有しながら意見交換することの心地よさを実感しました。 

「当事が一番の専門家である(経験専門家)」という考えに大事と感じました。 

参加された皆さんに感謝です。 ありがとうございました。 

これまで、自分なりに権利擁護についての研修を重ねて受けてきているが、何度でも繰り

返し基本に戻って人としての当たり前を考えることの大切さを、今回も感じました。あり

がとうございました。 
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本人の意思か、支援する側からみた本人の利益か。優先すべき内容を天秤にかけるけるこ

とが本当に難しく、悩む箇所が多いと思っています。しかし、悩みながらも「まずやって

みる」とう動きそのものが、権利擁護に繋がっているんだ、と感じることができました。 

本人の立場になって考えているつもりだったが、専門職として、自分のペースで進める事

もありまだ不十分だと感じた。本人にとって最善の利益がはかられるよう振り返りなが

ら今後も本人と向き合って接していきたいと感じました。 

本人の立場になり考えているつもりでいたが、自分のペースですすめる事が多くかかわ

り方や対応の仕方等まだまだ不十分だと感じました。今後の関わり方で本人にとって最

善の利益がはかれるよう振り返りながら今後も向き合っていきたいと感じました。 

講義たけではなく演習により参加者の意見も聞けるので視野が広がりました。 

健常者と比べ身体能力、知的、精神能力が総合的に不十分にもかかわらず、生活をしてい

る姿に感動を覚えると同時に不十分の部分を創意工夫して補うことが大切であり、それ

を共有して継承、啓発していくことが大切だと考えます。 

愚行権と本人の意思の尊重との考え方や、本人にとって「最善の利益」とは何を優先し妥

協するものなのか、悩む事が多いと感じている。 

久しぶりに会場で参加できて、とても嬉しく思います。日々悩みながら仕事をしておりま

したが、講師の先生や皆さんのお話をうかがうことができて元気が出ました。また明日か

ら、がんばろうと思います。貴重な機会をいただき、どうもありがとうございました。こ

れからも、どうぞよろしくお願いいたします。 

何度も何度も権利擁護の研修を受けていても 

決めつけてしまっていたりすることに気付き、反省しての繰り返しです。 

自分がそうしてほしいのに、人にはそうしない…。 

まだまだ自分には研修が必要だなと感じました。 
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宮城県社会福祉士会認定社会福祉士講習 
宮城福祉オンブズネット「エール」   合同権利擁護セミナー 

日 時：令和３年１１月２１日（日）9時30分～16時30分  
場 所：会場：仙台弁護士会館 ４階大会議室 仙台市青葉区一番町2-9-18 

リモート：ZOOM
参加対象者：行政，地域包括支援センター，弁護士，消費生活専門相談員，医師，保健師 

看護師，社会福祉士，介護福祉士，ケアマネジャー，市民，その他。 

定  員：会場２００名ぐらい（リモート含む） 

参加費用：資料代 1,000円（会場参加のみ） 

～ 内 容 ～

９時００分 受 付  
９時２０分 オリエンテーション・開会・挨拶 
９時３０分 講演 

その人の権利（あたりまえ）から考える「当事者主体の支援」 
弁護士：大 橋 洋 介 

１１時００分ごろ 休憩 

１１時１５分ごろ 講義・演習 

その人の権利（あたりまえ）から考える「当事者主体の支援」 
～事例から、考え、振り返り、学ぶ～ 

  Ⅰ 利用者の当たり前（権利）と支援者の当たり前（義務） 
  Ⅱ 支援を受ける私が、してほしいこと、してほしくないこと 

Ⅲ 対人援助の関係性（The Casework Relationship） 
Ⅳ 基本理念―自立支援 
Ⅴ その人のことはその人と話し合う  

説明：小湊純一。（社会福祉士） 
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ＭＣ       小湊純一。（社会福祉士） 
コメンテーター  大橋洋介、大泉力也、佐々木悠輔、薄井淳（弁護士）ほか 
ファシリテーター 宮城県社会福祉士会地域包括支援委員会（社会福祉士） 

宮城福祉オンブズネット「エール」（権利擁護相談員） 
１２時３０ごろ 休憩 
１３時３０分ごろ 演習 再開  
 

事例➀ 「自分の家に帰る」 
 
事例➁  「〇△ホームのルール」  

 
１）当時者の当たり前（権利）と支援者の当たり前（義務） 
２）支援を受ける私が、してほしいこと、してほしくないこと 
 から考える 
 
３）その人のことはその人と話し合うということ 

        
         ～途中休憩～ 
 
 
１６時ごろ 振り返り 意見交換 
 
１６時３０分 閉会・挨拶        
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特定非営利活動法人 宮城福祉オンブズネット「エール」 
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目 17番 24号 高裁前ビル 5階 
TEL：022-722-7225 FAX：022-722-7199 E-mail：lastword@alto.ocn.ne.jp 
平日：10:00～15:00（土・日・祝祭日は除く）  担当：加藤、高橋 

一般社団法人 宮城県社会福祉士会 （月～金 9時～１７時） 担当：及川由佳 
〒981-0935 仙台市青葉区三条町 10-19 PROP三条館内 
TEL 022-233-0296 FAX 022-393-6296 
Email：mail@macsw.jp  URL：http://www.macsw.jp/ 
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