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2014/8/10 名古屋路上生活者精神保健調査＜公開セミナー＞ ワークショップ 
於 金山南ビル（名古屋市） 

(改変版) 



本日のメニュー 

• はじめに 
• GW① ≪アイスブレイキング≫ 

• ミニ・レクチャー 
• GW② ≪事例A≫ 

• ミニ・レクチャー 
• GW③ ≪事例B≫ 

• ミニ・レクチャー 
• GW④ ≪明日のための「ポジ出し」トーク≫ 

• Take Home Message 
 



GW① ≪アイスブレイキング≫ 

• 各Gで 司会 を決めてください 
 

• 各人１～２分で自己紹介 
 
・所属  
・「孤立している人への支援」で困ったこと 
（なければ、最近仕事で悩んだこと） 
・今回、ぜひ学びたいこと 
 









≪事例A≫  ２４才男性 
【受診にいたる経過】 

 
 

 
 
【本人の話】 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

不特定多数の方が閲覧されることを考慮し、この部分については省略させていただ
きます。事例Aについて、閲覧を希望されるかたはイコリスまでご相談ください。 

不特定多数の方が閲覧されることを考慮し、この部分については省略させていただ
きます。事例Aについて、閲覧を希望されるかたはイコリスまでご相談ください。 



GW② ≪事例A≫ 

• 配布された ≪事例A≫ を読み込んで 
 

• 事例の背景を「想像」してください 
 

• 「こうすれば、良いかもしれない」アイデアを 
できるだけ沢山あげてください 
 

• 「ポジだし」トークで！ 
（他人の発言を否定せず、 
      アイデアをどんどん重ねてゆく） 



事例A 【生活歴】 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

不特定多数の方が閲覧されることを考慮し、この部分については省略させていただき
ます。事例Aについて、閲覧を希望されるかたはイコリスまでご相談ください。 



事例A その後 
• 【診断】 

 
  

      
 

• 【対応】 

 
 

 
 

不特定多数の方が閲覧されることを考慮し、この部分については省略させていただ
きます。事例Aについて、閲覧を希望されるかたはイコリスまでご相談ください。 

不特定多数の方が閲覧されることを考慮し、この部分については省略させていただ
きます。事例Aについて、閲覧を希望されるかたはイコリスまでご相談ください。 



ホームレス支援の 困難性 
• 何らかの生きづらさを抱えている人が増えている 
• 「自尊感情」「自己効用感」の欠如 
• 「物理的」「経済的」「身体的」「関係性」困窮の重複 

 

• 社会から排除され続け、傷ついているため、「社会復帰」に
希望を持ちづらい 

• そもそも「復帰」したい社会なのか？ 
• 「自己責任論」の蔓延 （排除の論理） 
• 制度の硬直性（融通、流動性に乏しい） 

 
《生活保護にだけはなりたくない》  狭間で暗躍する 《貧困ビジネス》 
 
 
 
 

• 何らかの障害特性を有していると、さらに問題が複雑化、長
期化しやすい 



「ホームレス対策」ベンチ 
国が押さている数字では 
ホームレスは 2万→1万弱に 
 
支援者が抑えている数字では 
約4万人 

ホームレスの「居場所」を奪い 
地域から排除する流れ 



“脱法ハウス” 
・貸事務所や貸倉庫として届けられているが、
実際は2～3畳に仕切られた小スペースが住居

用として貸し出されているシェアハウス。保証
人や敷金・礼金が不要、賃料が格安、都心に
近いなどのメリットがあるが、窓や防火器具が
なく、避難路も確保されていない施設が多く、建
築基準法・消防法・建築関連条例などで住居用
施設としての違法性が強い。 
・利用者は、主に経済的理由から一般の賃貸
住宅の契約ができない若者や単身者が大半と
みられる。2013年5月、大手ネットカフェ業者が

運営する東京都内のシェアハウスが、東京消
防庁から消防法違反の警告を受けたことが報
道され、新たな貧困ビジネスとして社会問題に
なった。 
・国土交通省は、防災面の安全基準を明らか
に満たしていない部屋を「違法貸しルーム」と呼
んでいる。同省によると、建築基準法違反の疑
いがある施設は全国398件で、寄せられた違
反情報のうち約9割が東京都に集中していると
いう(13年7月)。 



蔓延する「自己責任論」 
• 貧困の多くは、複合的な社会の問題を反映している。
その多くは本人の責任だけではない。本人が（結果
の）責任を引き受けざるを得ないだけである。 
 

• しかしながら、「本人の努力が足りない」「家族が面
倒をみろ」等、個人の問題に矮小化してバッシング
するのが日本型自己責任論。 

• 貧困当事者も「自分たちの努力が足りない」「自分た
ちは生きている価値がない」と自己責任論に強く影
響されている 





自立は、依存先を増やすこと 
希望は、絶望を分かち合うこと 

健常者は何にも頼らずに自立していて、障害者はいろいろ
なものに頼らないと生きていけない人だと勘違いされてい
る。けれども真実は逆で、健常者はさまざまなものに依存
できていて、障害者は限られたものにしか依存できていな
い。依存先を増やして、一つひとつへの依存度を浅くする
と、何にも依存してないかのように錯覚できます。“健常者
である”というのはまさにそういうことなのです。世の中の
ほとんどのものが健常者向けにデザインされていて、その
便利さに依存していることを忘れているわけです。 
 実は膨大なものに依存しているのに、「私は何にも依存
していない」と感じられる状態こそが、“自立”といわれる状
態なのだろうと思います。だから、自立を目指すなら、むし
ろ依存先を増やさないといけない～（中略）。だから、障害
者の自立生活運動は「依存先を親や施設以外に広げる運
動」だと言い換えることができると思います。 

熊谷晋一郎 
小児科医／東京大学
先端科学技術研究セン
ター・特任講師 
 

TOKYO人権 第56号 インタビュー記事より 



ホームレスに寝床を！ 
「普通のベンチ」が夜になると「眠れるベッド」になる公園 

バンクーバーのチャリティ団体 “RainCity Housing” の取り組み  

夜になると
蛍光色で書
かれた文字
が浮かび上
がる仕組み 

背もたれを
屋根代わり
にできるタイ
プ 
住所も書か
れている 



ストレングス・モデル 
• その人が、元来持っている「強さ・力」に着目して、それを引き出し、活用していくケース・マネジメントの理

論・実践の体系 
 

• 個人の属性（性質・性格） 
その人がどういう人かを表すもの。「ユーモアがある」「人なつこい」「努力家であ
る」など。 
 

• 才能・技能 
その人が持っている才能や技能のこと。「生け花を教えることができる」「ホーム
ページを作ることができる」「ギターを弾ける」など。 
 

• 関心・願望 
その人が関心を持っているもの、強く願望しているもののこと。ストレングス・モデ
ルでは、もっとも重要視されています。「海外旅行へ行きたい」「料理を教えたい」
「漫画家になりたい」などです。 
 

• 環境のストレングス 
その人の持っている資産、人間関係、近隣の地域資源など、その人の外にあっ
て活用することのできるもの。「お金には困っていない」「親戚のおじさんが近所で
見守ってくれる」「商店街が近くにある」 

チャールズ・ラップ／リチャード・ゴスチャ著『ストレングスモデル』 



日本一自殺の少ない町 「徳島県 （旧）海部町」 

1. コミュニティはゆるやかな紐帯 
（「朋輩組」 完全に孤立する人が少ない 多様性の重視） 
 

2. 身内意識が強くない 
（皆仲間だという意識がある） 
 

3. 援助希求への抵抗が小さい 
（周囲に助けを求めることへの抵抗感が小さい） 
 

4. 他者への評価が人物本位である 
（肩書きなどでなく、人間性で評価する） 
 

5. 意欲的な政治参画を行う 
（自分にも社会に対して何かできると思っている：自己効力感） 
 

6. 主観的な格差感が小さい 
（それぞれに平等の可能性を感じている） 

岡檀「日本の自殺希少地域における自殺予防因子の研究」2011年 

 「病い、 
市に出せ」 
  
「でけんことは
でけんと早う
言いいなさい。
はたに迷惑か
かるから」 



GW③ ≪事例B≫ 

• 配布された ≪事例B≫ を読み込んで 
 

• Bさんの「強み（ストレングス）」 と 
• 「こうすれば、良いかもしれない」アイデアを 
できるだけ沢山あげてください 
 

• 「ポジだし」トークで！ 
 



困ったときに 
まず思い出してほしいこと 

• 「問題」よりも 「能力」に着目（ストレングス・モデル） 
  徘徊して困る → 歩き回る能力が保たれている 
 

• 本人の「決定」よりも「価値観」に注目（Advance Care Planning） 
 

• どうして良いかわからないときは、何もしないで将来起こりう
る事態を、丁寧に予想・評価する 
  色々考えても何もしない方がマシな場合もありうる 
 

• 「独りで決めない」「一度で決めない」 
  支援者自身が孤立しない  記録はしっかり残す 
 

• ともに「悩む」が、「人生」は引き受けられない 
 

• 最善を願い、最悪に備える 



GW④ 明日のための 
「ポジ出し」トーク 

• 司会者が、最初の発表者を指名 
            ↓ 

• 発表者は 
 
「職場に帰って同僚に伝えたいこと」 
「明日から（職場で / 地域で）取り組んでみたいこと」 
 
 を、出来るだけ具体的に発表 （１～２分） 
 
            ↓ 

• 発表を聴き終えたほかのメンバーは、一斉に拍手 
            ↓ 

• 発表者は次の発言者を指名 （⇒全員が終わるまで） 
 



Take Home Message！ 
• 障害特性を見極めることで支援のヒントが見えてくるが、原

因のすべてを障害に帰することはできない。 
 

• 個別性が高く、決定打といえる支援策はない。 
粘り強く、多層的に様々な支援ネットワークを形成・活用し、
柔軟な創意工夫が大事。 
ときには≪粘り腰≫でもちこたえることも必要。 
 

• 「ストレングス・モデルの援用」「多様性の重視」。 
地域のありようや、援助者自身の価値観も問われる。 
   《病い、市に出せ》 
 

• 最善を尽くし、最善を願い、最悪に備える 


