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Family Group Conference （FGC）とは、本人を支えるコミュニティーを再構築すること

で、一人では解決できなかった問題を解決できるようにする手法です。今回、FGC の拠点で

あるオランダの Eigen Kracht Center から３人の講師を招聘し、日本で初めてこの研修を実

施することになりました。ヨーロッパで実践されている FGC の理論と実践を学び、成年後見

に代わる新たな意思決定支援のあり方について参加者みんなで考える体験型の研修です。 

Family Group Conference（FGC）研修   
in TOKYO 

 



この事業は、公益財団法人、洲崎福祉財団の助成で行っています。 

ＦＧＣとは？ 

 Family Group Conference とは、市民社会が持っているコミュニティーの力を復活させ、本

人を支えるコミュニティーを再構築することによって、一人だけでは解決できなかった問題を解

決できるようにする手法です。Family といっても、家族という限定した意味ではなく、本人の身

近な小コミュニティーの人たちの集まりという程度の、緩やかな意味です。 

この方法はニュージーランドやヨーロッパで成年後見制度に代わる本人中心の意思決定の支援

方法として、すでに実践され始めています。児童や障害のある人に対する虐待、ＤＶ、さらに、

判断能力が不十分だとされている人が権利侵害を受けるような状況にあったり、生活のバランス

を極端に崩して生活が破綻してしまいそうな状況にある場合にも、修復的司法などに有効性が確

認され、２０年近い実践が重ねられています。 
FGC は、成年後見制度のように法定の取消権や代理権によって、本人を頭越しに決定をして

しまうのではなく、本人を支えるコミュニティーを再構築することで、本人なりに考えて決めら

れるようにし、あるいは、権利侵害や生活破綻などの問題状況そのものをＦＧＣに参加する人の

かかわりによって変えていく方法です。 

研修の内容～「コーディネーター養成研修」と「専門職・権利擁護者対象 研修」～ 

ＦＧＣでは、本人の身近なコミュニティーの再構築を重視するわけですが、そのためには、本

人を支えるためにＦＧＣに集まってくれる人々を発掘し、ＦＧＣの輪（サークル）を作ることが

重要になります。その役割を果たすのがコーディネーターです。研修会では「コーディネーター

養成研修」が眼目の一つになっています。 

一方、専門家がＦＧＣの輪（サークル）に加わったり、コーディネーターになってしまうと、

専門家の知識と力量に引きずられ、あるいは、依存してしまい、本当の意味で本人を支えるコミ

ュニティーの再構築はできなくなってしまいます。そこで、専門家はどのように FGC にかかわ

るべきか、専門家の果たすべき役割の意義と限界を問い直し、ＦＧＣを立ち上げていくためには

どのような役割したらよいのか、司法、医療、福祉、教育等の専門職や権利擁護の活動をしてい

る人を対象とした「専門職・権利擁護者対象研修」が、研修のもう一つの柱です。 

研修の方法 

研修は、連続 3 日半で行います。１日目から２日目前

半まで、全体で FGC の理論と実際について学びます。そ

して、２日目の後半から、コーディネーター養成研修と専

門職・権利擁護者対象研修の２つのコーズにわかれ、実際

に FGC を行うなど実践的力量を付け、最後に全体で日本

での実践に向けて話し合います。さらに、この研修の大切

な要素がティーブレイクです。２日目昼にはコース別研修

に向けてランチ交流をします。 

 

 



この事業は、公益財団法人、洲崎福祉財団の助成により行っています。 

講師プロフィール 

 

 

 

 

 

ヘッダ・ファン・リシャウト 
（Hedda van Lieshout） 

ソーシャルワーカー、FGC トレーナー、ニュージーランド

で FGC のトレーニングを受け、Eigen Kracht Center に
参加、FGC のコーディネーター養成、専門家に対する

FGC の理解の普及のほか、個別の FGC の相談、FGC
開始の際のコーディネータの配置などの実践業務を行っ

ている。 

ロブ・ファン・パギー（Rob van Pagee） 
ソーシャルワーカー、FGC トレーナー、Eigen Kracht Center 代表、１９９６年に FGC
をヨーロッパに導入し、児童福祉領域での活用をはじめとして保健医療福祉、教育、

修復的司法などさまざまな領域への活用を展開している。２００１年にオランダに

Eigen Kracht Center を設立し、オランダをはじめヨーロッパ諸国で１０年間で６０００

件を超える FGC を実施してきている。Eigen Kracht Center はヨーロッパの FGC の

拠点となっている。 

 

ヨーラン・サンテゴッヅ（Joijn Santegoeds) 
WMUSP 共同議長ヨーロッパユーザーサ・バイバーネットワーク理事。オランダでも強

制入院廃絶に向け取り組む。拷問等禁止条約自由権規約そして障害者権利条約など

についてジュネーブでのロビーイング活動でも活躍。１６歳の時に精神病院に強制入

院となり、２年間保護室に監禁、さらに全裸での身体検査や身体拘束をされた体験

者。逃げ出してしばらくホームレスも。 七色のモヒカンがトレードマーク。 
 
 

●募集人員：50 人（原則４日間通して参加できること。） 

●申込締切：6 月 30 日（下記メールか郵送でお申し込みください） 

メール：http://kokucheese.com/event/index/293843/ 

郵 送：〒164-0011 東京都中野区中央２‐３９‐３ 絆社気付 FGC 研修会事務局山本宛  

※ 別紙申込書をお使いください。メールの場合は申込書にある必要事項をお書きくだされば結構
です。※ 締切日以前でも定員に達し次第募集を締め切ります。 

●受講料：６,000 円（18 日のランチ代含む）（6／30 までにお振込みください。） 
  振込先：三菱東京ＵＦＪ銀行 本郷支店 （普通）4659780 

      特定非営利活動法人 自律支援センターさぽーと 理事 杉浦毅和（スギウラ ヨシカズ） 

※申し込みと受講料振込をもって申込み完了といたします。振込手数料は個人でご負担ください。 

※キャンセルの場合は 7／10 までにご連絡くだされば返金します。振り込み手数料は個人持ちでお

ねがいします。ご了承ください。 

※振込控えをもって領収書とさせてもらいますが、必要な方は当日申出ください。 

※情報保障が必要な方は、事前にメールにてご相談ください 

●問い合わせ：℡ 080‐1036‐3685（山本 13:00－１６:00） 

http://kokucheese.com/event/index/293843/


この事業は、公益財団法人、洲崎福祉財団の助成で行っています。 

研修スケジュール 

 

7 月 17 日（金） 

中央大学駿河台記念館 

13:00-14:50 開会挨拶 ・ FGC 入門 1-1 （280 号室） 

 ✿ティーブレイク✿ 

15:10-17:00 FGC 入門 1-2 （280 号室） 

7 月 18 日（土） 

中央大学駿河台記念館 

コーディネーター養成研修 

６00 号室 

専門職・権利擁護者対象研修 

680 号室 

9:00-10:30 FGC 入門 2-1 （610 号室） 

 ✿ティーブレイク✿ 

10:50-12:00 FGC 入門 2-2 （610 号卒） 

 ウオーミングアップ・ランチ（研修に向けてランチ交流をします） 

13:30-15:00 コーディネーター養成研修 1-1 専門職・権利擁護者対象研修 1-1 

 ✿ティーブレイク✿ 

15:30-17:00 コーディネーター養成研修 1-2 専門職・権利擁護者対象研修 1-2 

7 月 19 日（日） 

中央大学駿河台記念館 

コーディネーター養成研修 

６00 号室 

専門職・権利擁護者対象研修 

650 号室 

9:00‐10:30 コーディネーター養成研修 2-1 専門職・権利擁護者対象研修 2-1 

 ✿ティーブレイク✿ 

10:50-12:00 コーディネーター養成研修 2-2 専門職・権利擁護者対象研修 2-2 

 ✿昼休み✿ 

13:30-15:00 コーディネーター養成研修 3-1 専門職・権利擁護者対象研修 3-1 

 ✿ティーブレイク✿ 

15:30-17:00 コーディネーター養成研修 3-2 専門職・権利擁護者対象研修 3-2 

7 月 20 日（月・祝） 

文京シビックホール 

コーディネーター養成研修 

会議室２ 

専門職・権利擁護者対象研修 

スカイホール 

9:00-10:30 コーディネーター養成研修まとめ 専門職・権利擁護者対象研修まとめ 

 ✿ティーブレイク✿ 

10:50-12:00 日本での実践に向けて 1 （スカイホール） 

 ✿昼休み✿ 

13:30-15:00 日本での実践に向けて 2 （スカイホール） 

 ✿ティーブレイク✿ 

15:30-17:00 日本での実践に向けて 3・閉会挨拶（スカイホール） 

【中央大学駿河台記念館】東京都千代田区神田駿河台 3-11-5  
● JR 中央・総武線 御茶ノ水駅下車、徒歩３分   ●東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅下車、徒歩６分 
●東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅下車（Ｂ１出口）、徒歩３分 
 ●都営地下鉄新宿線 小川町駅下車（Ｂ５出口）、徒歩５分 
【文京シビックセンター】東京都文京区春日 1‐16‐21 
●東京メトロ後楽園駅・丸の内線（4a・5 番出口）南北線（5 番出口）徒歩 1 分●JR 総武線水道橋駅（東口）徒歩 9 分 
●都営地下鉄春日駅三田線・大江戸線（文京シビックセンター連絡口）徒歩 1 分 

※１８日午後から、「コーディネーター養成研修」と「専門職・権利擁護者対象研修」に別れてコース研修をします。申込み

時に、現段階でどちらのコースを希望するかおしらせください。１８日午前の全体研修終了後に再度希望をお聞きします。

ここで最終決定となります。人数の関係でご希望にそえない場合もありますことをご了承ください。 
※１８日のランチ代は受講料に含まれています。他の日の昼食は各自でご用意ください。会場近辺に飲食店はあります。 

 


	７ 月１７ 日（金）～7月２０日(月・祝)
	中央大学駿河台記念館 ／文京シビックセンター（20日のみ）
	主催:  特定非営利活動法人 自律支援センターさぽーと
	自己決定を問い直す
	Family Group Conferenceとは、市民社会が持っているコミュニティーの力を復活させ、本人を支えるコミュニティーを再構築することによって、一人だけでは解決できなかった問題を解決できるようにする手法です。Familyといっても、家族という限定した意味ではなく、本人の身近な小コミュニティーの人たちの集まりという程度の、緩やかな意味です。
	この方法はニュージーランドやヨーロッパで成年後見制度に代わる本人中心の意思決定の支援方法として、すでに実践され始めています。児童や障害のある人に対する虐待、ＤＶ、さらに、判断能力が不十分だとされている人が権利侵害を受けるような状況にあったり、生活のバランスを極端に崩して生活が破綻してしまいそうな状況にある場合にも、修復的司法などに有効性が確認され、２０年近い実践が重ねられています。
	FGCは、成年後見制度のように法定の取消権や代理権によって、本人を頭越しに決定をしてしまうのではなく、本人を支えるコミュニティーを再構築することで、本人なりに考えて決められるようにし、あるいは、権利侵害や生活破綻などの問題状況そのものをＦＧＣに参加する人のかかわりによって変えていく方法です。
	ＦＧＣでは、本人の身近なコミュニティーの再構築を重視するわけですが、そのためには、本人を支えるためにＦＧＣに集まってくれる人々を発掘し、ＦＧＣの輪（サークル）を作ることが重要になります。その役割を果たすのがコーディネーターです。研修会では「コーディネーター養成研修」が眼目の一つになっています。
	一方、専門家がＦＧＣの輪（サークル）に加わったり、コーディネーターになってしまうと、専門家の知識と力量に引きずられ、あるいは、依存してしまい、本当の意味で本人を支えるコミュニティーの再構築はできなくなってしまいます。そこで、専門家はどのようにFGCにかかわるべきか、専門家の果たすべき役割の意義と限界を問い直し、ＦＧＣを立ち上げていくためにはどのような役割したらよいのか、司法、医療、福祉、教育等の専門職や権利擁護の活動をしている人を対象とした「専門職・権利擁護者対象研修」が、研修のもう一つの柱です。
	研修は、連続3日半で行います。１日目から２日目前半まで、全体でFGCの理論と実際について学びます。そして、２日目の後半から、コーディネーター養成研修と専門職・権利擁護者対象研修の２つのコーズにわかれ、実際にFGCを行うなど実践的力量を付け、最後に全体で日本での実践に向けて話し合います。さらに、この研修の大切な要素がティーブレイクです。２日目昼にはコース別研修に向けてランチ交流をします。

