外見ではわかりずらい「障 害」を考える

は、自分の体を縛って寝ると聞きます。
生まれつき持つ脳機能の特徴のために、

4回目の「つながるカフェ」
4回目

日々こんな苦しみと闘っている人たち
がいることを、息子を産むまで私も知り
ませんでした。
人口の１０％程もいると言われてい
る、発達障害を持つ人たち。迷惑だから

いただくことから
知って いた

ばかりかと。中高年の方は、プライドは

知症とい うことはないだろうと思い込

会でさらに国や制度が公認していない

そして、私たち大人は、顔を合わ せ

しっかり残っています。認知症の方が多

み、大変わかりづらいです。

症状を抱えた立場の人たちには地域の

て紡ぐコミュニケーションの機会 が減る

と隔離することが、果たして正解なので
しょうか。

新宿高次脳機能障害者友の会

くいるデイサービスは自分の行く場所

認知症でよく例に出されるのが、徘徊

中で何ができるのだろう、という課題の

社会の中で子どもたちに「人は人とのつ

太田 三枝子

ではないと拒否されます。１日中以前と

です。お年寄りが季節に合わない服を着

もと自由に意見交換をしました。私の参

な がりの中でこそ生きられる」という実

ていて、優れている部分もあれば、劣っ

つながるカフェの話題提供として今回

変わってしまった人との生活は、家族に

ていたり、サンダルで目的もなく歩いて

加した分科会は、家族会の方、民生委員、

感 を手渡ししていく責務があることも

ている部分もある。周囲を見回せば、い

「高次脳機能障害」を取り上げていただき、

とって気持ちの休まる時がありません。

いると、すれ違った方がおかしいなと思

施設職員、計８名で話し合いました。

心 に響いた会でした。

ろんな特徴を持つ人たちがいて、それぞ

家族はどこに相談すればよいのかわ

い、声をかけてくれてふせげることがあ

皆の問題関心は、支援が必要な当事者

ここ数年、テレビや映画にも出てくる

からず、また相談にたどり着いたとして

ります。でも、５０代の人が町を歩って

が障害 認定される前の段 階に受ける

カフェに初参加した菊田さんは、発達障害

ようになりましたが、そのほとんどが若

も、福祉サービスがまだニーズに追いつ

いても、だれも認知症の徘徊とは思いま

様々な苦労に集中しました。「制度が公

を持つ学齢期の子供たちを支援する親の会で

者です。しかし、高次脳機能障害者の年

いていないのが現状です。周囲の理解が

せん。身なりもちゃんとしていて足腰も

認しない」立場・状況下で公費での支援

活動しています。会のホームページに親の立

るエジソンやスティーブ・ジョブズは、

齢を見ると１０歳に満たない子供からご

なく家族は孤立しがちになります。しか

強いので、しっかり歩きます。ですが、

の手が入らず、家族が何とか奮闘して

場で悩みや希望が綴られていたので本人の了

世界の経済を牽引しました。いろんな人

高齢の方までいます。原因も脳血管疾患、

し、いつどこで誰が発症してもおかしく

本人は行き先がわからず、歩き続けるの

日々を過ごしていく危うさについて、

解を得て一部転載します。

たちがそれぞれに影響を与え合い、社会

外傷、脳炎、中毒、脳腫瘍、事故、低酸

ないのが、高次脳機能障害です。ですか

です。若年認知症の人の徘徊は、都府県

様々な経験からの意見、情報交換で話が

素脳症と様々です。ライフステージが違

ら色々な機 会を利用して多くの 方に

をまたいで発見されることがあり、事件、

盛り上がったのです。わかりやすい例は、

えばニーズも異なります。障害も記憶、

知ってい ただくことだと思っています。

事故にあうことが多くみられます。

介護認定です。最初は要介護がつかず、

ありがとうございます。

遂行、注意障害、失語、失行、失認等々、
障害を受けた脳の部位によって様々な組

カフェ に初めて参加して

み合わせで現れます。ついさっきまでは
元気だったのに、ということで家族も状況
を受け入れられません。発症以前との

若年認知症家族会「彩星の会」
世話人 三橋良博

想えば、人間は様々な個性を併せ持っ

れに優れたところを光らせて生きてい
ます。それが現実の社会です。
例えば、発達障害だったといわれてい

が成り立っていることを日々の生活に

ヤフー に向かって独り言

追われて、日本の大人はつい忘れがちな

でもそれは、これから社会を担う子ど

のかも知れません。

今回、つながるカフェに参加させて頂

家族の中で戸惑いつつケアをしていた

通級児親の会スイッチ 菊田 史子

いて、外見ではわかりづらい障害を持っ

体験談がありました。また、利用する支

Yahoo! ニュースに「京都の小学校で

た方が、多くいるというのを知りました。

援制度の限界で送迎は玄関入口までと

多動傾向の児童の口に担任の先生が粘

とです。学校は社会の小さな縮図です。

実際に障害を持った方と会う機会がな

言われると、階段から降りるのが大変で

着テープを貼った」という記事がありま

学校の中で、子ども達は社会のありよう

いと、理解が深まらずに偏見や差別につ

も手伝ってもらえない等。まだまだ制度

した。見て頂きたいのは、記事のコメン

と、そこでのふるまい方を学びます。子

も達に教えてあげたい、とても大事なこ

ギャップに本人も、家族も苦しみます。

７月２８日に開催された「第４回 つ

ながってしまいます。こういった機会の

に乗らない段階や制度の狭間でこぼれ

ト欄です。５００を超えるコメントの殆

どもの曇りない感性は、お互いの劣って

脳外科医療の進歩によりたくさんの方の

ながるカフェ」へ参加させていただき、

大切さを感じます。また、障害を持った

る事態等、日常例がたくさんあることを

どが、「発達障害児は、他の子に迷惑」

いるところも捉えますが、優れていると

命が救われるようになりましたが、その

若年認知症の介護家族として、全体会で

人に対して、優しく寄り添う方がたくさ

皆で確認しました。そして、改めて当事

「別の学校に行けばよい」というもので

結果として高次脳機能障害者が多く生ま

「そもそもどんな障害で、どのような生

んいることを教わりました。家族の辛さ

者や家族の会が連帯して、制度にしてき

きづらさを抱えることになるのか」話題

も知りました。これは他人事ではなく

た大切な歴史の積み重ねが、今の福祉を

提供をしました。

「お互い様」の気持ちを持って手を差し

守っていることも確認しました。

れるようになりました。
私自身、息子の将来を、親亡き後どう
するのかが一番の心配事になります。病

若年認知症は、１８歳から６４歳まで

院で息子の隣の方の奥さまが「こんなこ

に発症した人のことを言います。

とになるなんて先生はおっしゃらなか

正確な数字は出ていませんが、日本全国

った」と涙ながらにお話しなさったこと

で５万人から１０万人と言われていま

が、２４年経った今でも頭から離れませ

す。認知症というと高齢の方がかかる病

ん。その方は優秀なサラリーマンで、子

のべ握り合っていくことが必要です。

ますます高齢化が進み、ライフスタイ
ルの個別化が進めば地域のつながりは、

分科会 に司会で参加

した。

ころも捉えるものです。実にしっかりと。
相手の優れたところを認め合い、劣って

誰もいない車内で、つい口をついて暴

いればちょっと手を貸す力。その力こそ、

言が出てしまう時のように、大人の素

社会には必要な力であること。そしてそ

のままの想いが出ているのかもしれ

の力を磨く場所が学校であるというこ

ません。

と。我々大人が、今一度そのことに思い

いっそう努力して 構築しなければでき

発達障害はしつけの問題ではありま

ないでしょう。ですから、まず私たち福

せん。脳機能の特徴によるものです。多

更生施設けやき荘 熊谷 真弓

祉に携わる者たちが、このような「つな

動抑制薬を飲み忘れた日の夕方、息子は

忘れてしまっている現実を浮き彫りに

気だと思われがちですが、実際には、４

今回のカフェは、「障害」をどう理解

がるカフェ」で出会い、連携の基盤を造

よく泣きます。
「ボク、今日は体がじっ

しているのかもしれません。コメントか

供は高校生と中学生２人いて、社会復帰

０代、５０代で認知症になっている方が

したらいいか？をテーマに当事者家族

ることはとても重要であると再認識し

とできなくって、疲れて大変だったんだ」

ら広がる波紋が、そのことを想起する契

は厳しい状況でした。家族の不安はいか

大勢います。周囲の人も、あの若さで認

の立場からの話題提供を受けて、分科

ました。

と。寝ていても体が動いてしまう人たち

機になるように願ってやみません。
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を馳せてほしいのです。
コメントの数々は、その大義の議論を

第１号はガ
号はガリ版刷り・
・
・その後、
タイプ、ワープロのオフセット印刷・
・
・今はデジタル・カラー印刷。

あゆみだより第１号は「あゆみ」という題
名で昭和46年、施設開設の年に発行されま

２００号 のあゆみ

した。当時は、
利用定員３５名で幼児２５名 、
成人１０名の施設でした。この年に生まれた
人は今年４３歳ですから、あゆみの家の職員

利用者、
保護者、
所長、
長、
それぞれの
れの思いや思い出
や思い出

の多くはまだ生まれていません。
２００号までの足跡を主な記事で紹介しよ

あゆみを卒業します

たいと願っても現実の社会の中では難

車イスごとに店の前に出し、日向ぼっこ

せて転ぶ人あり、夢中になって一人で踊

一人で座るところをおじいちゃんに

をさせることにしました。近所やお客さ

りだす人ありで、まるで多元同時生中継

いものがあり、本当に楽しみです。

うと思いましたが、とても１回では紹介でき

あゆみの家に入所して早くも４年に

ません。そこで今回は１００号までの記事か

なります。入所した頃のあゆみは、まだ

設を与えられたことは幸せとしなけれ

も見てもらいたいので、近いうちお邪魔

んが声をかけ、やがて○○の顔にも笑顔

を見ているようなにぎやかさ。そして、

らいくつか紹介します。この時期には通所者

少人数で建物も小さいものでした。その

ばならないのが現実なのです。

するつもりです。
○○が生まれた時は、

がよく見られるようになりました。

プレゼントをもらって第一部は終了。

本人が原稿を寄稿していました。

頃は、ゆとりがあり、わきあいあいとし

障害が重複しているから、設備が不備

私を不憫がって、私のために涙したお父

ていました。時間に追われて１日をすご

だから等の理由で見放され、親の犠牲と

さん。でも、何とか育つと分かってから

してはいなかったはずです。

家族の責任で細々と養育されている在

は、いつも遠くで私たちに心を配ってく

新しいあゆみの家ができて、人数も多

宅の子供達、すべてを対象とした福祉行

れましたね。親って本当に有難いものと

くなり友達も増えて楽しくなりました。

政サービスが欲しいです。どの子供達に

口では言えぬ感謝の念で一杯です。

あゆみの家に４月から入所できると

個性に富んでいる人ばかりなので職員も

も生きる喜びを与えてほしいのです。

聞いた時は、とてもうれしく思いました。

飛びまわっています。今のあゆみの家

本人の思い

よろしくおねがいします！

しく無理です。唯一つ受け入れられる施

これからは、
○○が自力で歩くところ

（６８号：昭和５３年３月）

第二部の「ふれあい広場」は、みんな
で歌を合唱しての幕開け！かわいい動物

四季折々の行事

達が登場した人形劇は、子供達が大喜
びで盛んな声援でした。絶世の美女によ

運動会

るマジックショーでは袋の中から見事

夏休みが終わり、第１回あゆみ祭も、

変身し、みんな目をパチクリ！最大の盛

ハンディを持った子供達。でも人間と

を見るまで、どうぞいつまでも長生きし

無事成功して、１０月にはあゆみの家の

り上がりは、なずなの会ズッコケ劇で、

大きな行事のひとつ、運動会も西落合グ

舞台狭しと大暴れで、ヤジと拍手が飛び

ランドで開催されました。秋晴れの気持

交い場内は爆笑の渦となりました。

あゆみに来るまでは２０数年間、どこへ

は、ゆとりがなくなったようです。木に

して生きているのです。私達は、子供達

てくださいネ。では、お目にかかれる日

も行ったことがありませんでした。自分

たとえれば若木から大木に成長したの

にかわって発達に必要な豊かな条件を

を楽しみに。（３９号：昭和５０年５月）

は体がきかないのだから、外に出られな

で、それだけ風あたりもきびしいのはわ

作るためにも頑張りたいと思います。制

いのは当たり前なんだと、あきらめきっ

かりますが、時間に追われてすごす、そ

度や施設の条件を優先させ、それに会う

ていました。

んなところにしてほしくありません。

子供だけを扱うのではなく「子供に合わ

あゆみの家に通所し始めて２年間、こ

ちの良い天候に恵まれ、広々としたグラ

思い出

室内の「今、障害者は…」のパネル展

ンドで皆、のびのびと競技に参加して、

示では、関係者や学生が熱心に見入り、

とても楽しそうでした。

一般の方には遊具や自助具の展示、各施

でも、時々は近所の子供たちのはしゃ

あゆみに入って一番印象にのこって

せた施設を作る」このことが実現される

こでの楽しい思い出が、昨日のことのよ

○○は、今年で２回目、何とか競技には

設で作った作品の展示や実演、販売コー

いでいる声を聞くと、自分も歩けたらど

いるのは、初めて２泊３日で行った海で

日をめざして、長い困難な道を子供達と

うに思い起こされます。不安と期待で初

参加できましたが、草むらで遊んでいる

ナー（ローソク等）が好評でした。

んなにいいだろうと思ったことも、なん

す。海は生まれて初めてなのでとても楽

あゆみ続けなければと思います。

めて登所した日、初めて見かける小さな

方が楽しそうでした。

どもありました。たとえ外に出られたと

しかったです。２泊目の夕暮れ、３人で

しても、私はいつも、足のかわりに三り

空を見ながら飲んだビールの味は、わす

ん車とか、ほじょつきの二りん車がくっ

れられません。

ついていました。だから、みんなが、

（２３号：昭和４８年１２月）

父への手紙

子供たちの顔々。5 月の晴れた日の野川

子供よりも私の方が騎馬戦にまで出

公園の目にしみるような緑や夏の塩見

たりして主人に「張りきっていたなあ」

での合宿、運動会に芋掘り等。○○は、

などとからかわれたりしましたが、幾つ

原稿はこれで３回目ですが、うまく書

前略 季節の変わり目の不順な天候

どんな思いでこれらの行事に参加した

になっても運動会っていいものですね。

とんだりはねたりあそんでいるのをは

こうとは思いません。ぼくは、できもし

が続く毎日ですが、お元気でお過ごしの

のかはわかりませんが、頬を撫でる風の

○○だってきっと、心の中に思い出とな

なれた所から、ながめているだけでした。

ないのに大きなことを書くのは嫌いで

ことと思います。さて、
○○ですが、お

やさしさや空気のさわやかさの、いつも

って、刻まれていると思います。

す。すべては毎日をどう生きたか、その

知らせしたとおり４月から１日おきにあ

と違うことは、きっとわかったことと思

私もいつかは、同じになる日が来ると夢

人の生き方ではないでしょうか。職員の

ゆみの家に通っています。今のところ

います。もともと障害の重い○○にとっ

見ていたものです。そんな私でしたから、

皆さま、長いこと、ありがとうございま

まだ時間も短く、母子共々慣れることで

てこの５年間がどの程度プラスになっ

長い間、自分のからにとじこもっていま

した。（８３号：昭和５５年３月）

精一杯です。歩くという難事業を果たす

たのか、わかりませんが親の方が随分と

前に水頭症という重い荷を背負って生れ

教えられることが沢山ありました。

でも、あそんでいる人たちを見ながら、

した。でも、あることがきっかけでアタ
ック会というしょうがい者の会合に出

保護者の思い

るようになり、そこで知り合った友だち
に、あゆみの家に見学に行こうとさそわ
れました。これがあゆみに行くようにな
ったきっかけとなりました。

生きる喜びを
あゆみの家に通所し始めてから半年が
過ぎようとしています。中学校を卒業

（６５号：昭和５２年１１月）

（８８号・昭和５６年１月）

所長の思い

福祉の願いとは
日頃、このような仕事をしていると障
害者の方や家族の方々の心は痛いほど
よくわかります。
一つ一つの福祉施策の上積みや改善

あゆみ祭レポート
１１月１６日に開催された“ あゆみ祭 ”

には強い関心を持つのは当然のことで
あり、昨年よりは今年はこれだけ向上し

は、かなり寒くブルブル震えるようなあ

た、さらに何年後はどうなるだろうとい

出た我が子は、度々の手術に、まず生

本当なら可愛い盛りの 1 歳前後にハ

いにくの天気でしたが、地域の人達、近

う視点等…。だが、私達は福祉の問題

きることの方が大切な今まででした。ま

イハイさえできず、口もきかない子供で

隣の子供達、関係団体、ボランティアを

を目先の受益に関わる「もの取り」の

して、公共の訓練施設になど、考えが及

口には言えない引け目を親類や近所に

交えて盛大に行われました。

枠にしばりつけてしまう罠に陥らない

ばない私達でもありました。

感じて、他人を羨む毎日でした。通所生

中庭の「ちびっこ広場」ではカラフル

活を続ける中で、
「悩み苦しみ、重い十

な民族衣装のお兄さん、お姉さん達が、

でも、これからの私たちは、一歩でも

かと何か不安に思うことがあります。
給付や受益の改善を軽視することは

する段階で次につながる学校がない、施

前進するため頑張りたいと思っていま

字架を背負っているのは私たち親子だ

華やかなダンスを披露。軽快なリズムに

慎まなければならないが、日々子供達の

を仲間たちや先生といっしょに作って

設がない、ということで不安な日々を過

す。この頃の○○は、一人でお座りがで

けではない、皆、多かれ少なかれ悩み

乗って、みんなで手に手を取って輪を作

無心な表情に接していると、障害者福祉

どうぞ、よろしくお願いします。

ごしたことが思い出されます。ハンディ

きたりして、集団で過ごすことにも慣れ

を持って通っている」そう思えるようにな

り、一緒に踊ったり、ダンスを教えても

の願いとは、この子たちの心がいつまで

を背負っているが故に進路を考え、選び

てきたせいか、精神的な発達も目ざまし

ってから、どこに行くにも連れて行き

らったりの交流でした。中には足を絡ま

も曇ることがないよう、すべての人々の

これからは、心にのこる楽しい思い出

（６０号：昭和５２年５月）

- ４ -

- ５ -

心を耕すことからまず出発しなければ
表向きのつくろいに終わってしまうよ
うな気がしてなりません。福祉とは、
行政の管理的発想や組織や、また個人の
たたかいによって、連帯感を求めよう

我が街
落合

としても中々無理のような気がします。

地域防災の
頼れるリーダー

それでも、消防団の活動である以
上、どのような場合でも「自分たち
の活動が災害の現場につながるため、
つねに責任と安全は意識」しており、
また現場で団として統率をもって活
動するために、日頃から「縦社会で

やはり福祉とは、人々の心が土壌とな
り、人間の復権をそれぞれの立場で問い
続けながら理解しあって、遠い道のりを

8

一歩一歩、歩いていくものではないかと
思います。
（41 号：昭和４１年７月）

ルールははっきりしている」
、
「オン
とオフの区別はしっかりつけている」
ということでした。
熱心に活動されているそうです。

さったものです。

ってどんな集まり？

活動や年末年始やお祭等の祭事の警

さて、あゆみの家に通う利用者に

紺色のキャップに活動服姿で大き

それでは第１２分団は日頃どんな

な掛け声でお客さんを呼ぶ姿は、か

活動をしているのでしょうか。消防

今回お話を伺ったところでは、落

か？「消防団？消防署ならわかるけ

なり目立っていました。もちろん、

団の主な役割は３つです。まずは
「①

合地域は、新宿区内では住宅地が多

お読みになっている方にとっても）
、

を迎えました。本年度も昨年に引き続

ど…」
「消防署と何か違いがあるの？」

焼きそばはお客様から「おいしい！」

災害（火災・震災・水災）時の対応」

い地域のため、繁華街やオフィス街

災害時にさらに大きなハンデを負う

き、心身障害者施設としての基礎固め

このようにお答えになる方、多いの

と大好評でしたね。

で、主に消火と怪我人の応急救命の

を抱える地域に比べると火災の件数

利用者と日々生活をしていく中で、

を進めていきます。まず、組織機構で

ではないでしょうか。

２本立て。その中で消防署員の活動

は少ないそうです。

日頃から災害発生時の対応は無関心

３年目を迎えて
あゆみの家が新施設となって３年目

すが、管理係、幼児指導係及び成人指
導係の三係としました。

みなさんは消防団をご存知です

さて、第１２分団のみなさんは、

消防団は地域で暮らす人たちの集

日頃は、どのような活動をしている

支援や住民の避難誘導、逃げ遅れた

戒や呼びかけを行っています。

と厳しさで育つ団結

は、重度の障害をお持ちの方が多く
います。職員にとって（この誌面を

ではいられない問題です。私たちが

まりで、会社員・自営業者・主婦・

のでしょうか。今回の取材では、分

人などの情報収集も行い、住民を守

次に幼児につきましては…（略）…。

学生など様々な年代・立場の人が団

団長の小林さんと副分団長の岩嵜さ

っています。平常時には「②災害の

消防団の日頃の活動としては、災

ていることを心強く思いますし、今

在宅障害児訪問指導については…（略）
。

員となり、消防署員とともに万一の

んがあゆみの家においでくださり、

予防」や「③防火・防災・応急救命

害防止のために落合地区の小中学校

後も地域の一員、ご近所さん同士と

成人については、従来どおり各人の生活

災害に備えて活動しています。団員

ゆっくりお話を伺うことができまし

に関する普及・啓発」に取り組んで

での防災教育や地域の避難訓練への

して、お互いの理解や連携を深めて

になるために特別な資格は必要なく、

た。取材後には私が分団本部での集

おり、住民に向けた防災指導・広報

参加、西落合町会の盆踊りの警戒な

いくことができればと思います。

をより豊かなものにしていくことを狙
いとして実施してまいります。
養護学校の義務化とともに、卒後対策
の確立が最重点課題となってきました。
また、現在、都から区移管対象事業のう
ち懸案となっている授産場、福祉作業所

「１８歳以上の健康な人で、その地
域に居住・在勤する人」なら誰でも

まりを見学して、団員のみなさんに
お話をお聞きしました。

入団することができます。団員は非
常勤の特別職公務員で、仕事や家事、

の様々な活動

どの活動を行っています。
消防団の活動は人命に関わる場合

暮らす地域で消防団の活動が行われ

の家とのつながり

もあるため責任があり、団員の方々

今年のあゆみ祭は、１１月２３日

が本業を持ちながら活動に参加する

に開催されますが、昨年に続き、焼

及び生活実習所の受け入れ態勢の検討

学業などの本業を持ちながら、非常

新宿消防団には１２の分団があり、

ことは簡単なことではないように思

きそばの屋台を出していただけるこ

が部長会で行われています。

時の消火・救助活動のほか幅広い防

第１２分団の担当地区は中井１丁目、

えます。それでも、みなさんが活動

とになりました。取材時に団員のみ

地域においては、肢体不自由児者父母

災活動を行っています。消防団の強

２丁目、中落合１丁目と３丁目の一

を続けているのは「自分が暮らす地

なさんから「去年のあゆみ祭はとて

の会が「あすなろ印刷」を、手をつなぐ

みは、団員が地域で暮らしているか

部、４丁目、西落合１～４丁目です。

域に貢献できること」や「様々な年

も楽しかったよ！」と、嬉しいお言

親の会では「あした作業所」を開設して

らこそ、地域の実情に即した活動が

（あゆみの家は西落合１丁目にあり

代・立場の人たちとつながること」

葉を頂きました。

自主運営をしております。

できることです。混乱する災害の現

ます）
。分団本部は、今年４月からあ

など、それぞれに魅力を感じている

私が、分団本部にお邪魔した際に

あゆみの家でもこれらの動向に呼応

場では、地域に通じた団員は重要な

ゆみの家から徒歩２分の場所に移転

からだそうです。新宿消防団では独

は、みなさんが御霊神社のお祭で開

して本年度は、特に成人対策の基礎資料

戦力になります。消防団は私たちの

してきました。
。団員数は、新宿消防

自のイベントもあり、新春の恒例行

催されたカラオケ大会に出演した時

とするため実施しております「心身障害

ご近所さんであり、地域防災の頼れ

団全体で３００名ほど。第１２分団

事である「団始め式」や、消防団同

のＤＶＤも見せて頂きましたが、そ

るリーダーです。

には２４名が所属しており、うち３

士で「操法大会（ポンプの取り扱い

こにはアリの仮装をして「アナと雪

今回の「わが街、落合」では、あ

名が女性です。団員は、この地域に

および操作の一連の流れを競い合う

の女王」の主題歌や嵐の「ＧＵＴＳ！」

ゆみの家の近隣で活動している新宿

居住しており、小林さんと岩嵜さん

大会）などが行われています。団員

を熱唱している皆さんがいました。

消防団・第１２分団をご紹介します。

は生まれ育ちも落合ですが、他の団

のみなさんは、そのための準備や訓

今年も「ありのままの～♪」第１２

去年のあゆみ祭で、中庭の満腹食堂

員には外から越してきた方も多いそ

練に取り組むなかで、仲間と団結し

分団らしい、元気できさくな姿で地

に焼きそばの屋台が出ていましたが、

うですが、皆さん「落合」を我が街・

たり、自分の技術を磨いたりするこ

域の皆さんとあゆみ祭を盛り上げて

あの屋台、第１２分団で出してくだ

住処という思いで消防団に入団し、

とを楽しみとしているそうです。

くださると思います。

者の実態調査」を早急に完結させたいと
作業を進めています。
昭和５６年は「国際障害者年」です。
地域社会の中で、地域住民の心身障害者
に対する意識の変革を求めながら、より
幅の広い成人対策を組み上げていかな
ければとならないと考えています。
（７８号：昭和５４年５月）
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アユミンと
アユミンと好奇心
ノイエの
いっぱいのノイエ、
「特定相談支援事業」
かわいい妖精２人に
よるよもやま話、第３回
よもやま話
怖いもの知らずの

間
仲
アユミン谷の
たち

ない…」ってね。
そうだよね。本人からの意思表
明を受け取るのが難しい場合に
は、どうしても親御さんの意向
が中心になっちゃうものね。
大抵は、今受

③

けているサービスを守るためのニーズ
設定になってしまう気がするけど、実
際はどうなのかな…。
だからね、研修のときに聞いた

相談支援事業所って、なに？
ねえねえ、アユミン。最近、あ
ゆみの森、なんかあったの？大

それがね、予想に反してとても

障害者総合支援法だね。…ただ

ンを組むようになっているの。この計画

ービス等」
っていう意味はね、
「法律や制

感動的で面白かったの！だって

ね、介護保険法の「ケアプラン」

は、特定相談事業所で作成する他に、本

度に基づくサービスはもちろんのこと、

ね、講義は４日間に演習が２日

「そんなこと言っちゃっていい
の～！？」って思った講師の言

と「障害者総合支援法」の「サー

人や家族が作ることも認められているの

それ以外のあらゆるものごと」を含むっ

葉が、そういうときに響いてくるんだよ

ていう意味なの。あらゆるものごとのこ

ね…。
「当事者のニーズと親の意向が、ど

とを専門用語では社会資源って、いうん

う調整しても最終的にぶつかる場合には、

丈夫？

間もあるんだけど、講師のほとんどが障

ビス等利用計画」の大きく違う点は、障

もその考えがもとにあるからなの。それ

あら、ノイエ！久しぶりだね…

害当事者か、７０年代の「障害者差別撤

害者支援では、要介護認定の結果による

は「セルフプラン」っていうのね。

と思ったら、いきなり何言いだ

廃運動」をルーツに持つ福祉法人の熱血

「要介護度」によって、サービスの種類

妖精のアユミンがそんなに自由

だって。つまり、ひとりの障害当事者が

相談員は迷わず、当事者につくようにし

すの？

理事長さんみたいな人達でね、それはそ

や上限がマニュアル的に決まってしまう

の闘志だったなんて…いままで

当たり前に生きるために必要なものは、

て下さい！それが『権利擁護』というこ

最近、やたらとお母さん達があ

れは、熱くリアルに現場の声を語るの！

ようなプランの作成じゃないってことな

知らなかったわ！（涙）

福祉制度以外にもたくさんあるはずで、

との真の意味です。
」って言われたの…。

ゆみの森にやってきては、相談

「お役所が主催する研修でこんなこと言っ

の。わかる？ノイエ。

ううん！もちろん、私は妖精だ

例えば、ボランティアとか、趣味のサー

場内がシーンとしそうな言葉だ

室にこもって帰っていくじゃな

ちゃっていいの～？」っていうような発言

ん～やっぱり、難しいわ。な

から自由気ままなんだけど、不

クルとか、コンビニや小さなパン屋さん、

わね…。お役所の研修らしから

が堂々と飛び出していたんだよ！

んだかアユミンが大きく見える

自由だと思いこんでいる人達が、

文化センターや図書館だって含まれるか

ぬ言葉だけど、私も、過激なお

い？あれ、なんなの？もしかして…あゆ
みの森への「陳情波状攻撃」なの！？
やだな～ノイエったら！人聞き

わ。えーと、つまり…。

なんだかかわいそうなの。ほんとはみん

もしれない。そういうところまで視野に

な発言が飛び出したの？

どちらも「施設から地域へ」と

な自由なのに、溜息をついているんだも

入れて、本当に当事者のニーズに沿って

すごく重い言葉だよ。本当に、

いう流れは共通なんだけど、さ

の…。でも、そんな人達がふとした瞬間

住み慣れた地域で生活が継続できる支援

当事者の人生にとって幸せな選

らに奥の意味合いが、ちょっと

に、自由への憧れを思い出すときがある

計画を作りましょう、ということなの。

択とは一体何なのか、って問い

の悪いこと言わないでよ、違う
よぉ。あれはね、今年からあゆ

話だと思わないわ。

へぇ～。例えば、どんな過激

「等」の秘密を教えます！

みの森が、
「特定相談支援事業所」の指

あっ、その話の前に「サービス

違うの。
「サービス等利用計画」が導入さ

のよ。それまでと、まるっきり違って、

定を受けて、あゆみの森の住人さん達の

等利用計画」のことを知ってお

れた発端には、障害当事者による「権利

キラキラしてくるのよ！それを見るのが、

「サービス等利用計画」を作成できる事

いてほしいから説明するね。

擁護運動」の歴史があるの。要は、それ

大好きなの！

業所になったからなんだよ。

それよ～、それそれ！「サービ

までずっと障害者は、家庭や施設に保護

ス等」の「等」って何よ！大体、

は、悩みはじめたらキリがないかもしれ

相談員の密かな悩み

ない…。その言葉を聞いたときに、相談

そっか！それじゃあ、ノイエが

支援ってのは、生やさしいもんじゃない

ああ、アユミンてば、相変わら

最初に感じた「行政の責任逃

んだなぁ…って思ったんだよね。

され、依存するしかない存在だったわけ

ず、夢見る妖精、夢追い妖精な

れ」っていううがった見方は訂

きっと、あゆみの森の相談員さ

ね。失敗や事故、周囲に及ぶ迷惑を恐れ

のね…。

正しなきゃね。だけど、
まだちょっとひっ

んも当事者ニーズを大切にがん

役所が何か具合の悪いことがあるとか、

て、ひっそりと生きるクセが本人や家

実は、研修にいったときに、そ

かかることがあるわ…。

ばっているのね。

り意味がわからないわ。ひとつずつ、か

お役所のペースで決めたいからじゃない

族につきすぎて、社会参加の場も奪わ

ういうことがわかったの。制度っ

なあに？心配性だからなぁ、ノ

そうね。相談員さんからこんな

み砕いて説明してちょうだい。
「特定相

の？ん～、きな臭いわ。

れてきたの。これでは、人生経験が決

て、お役所のご都合でばっか

イエったら。
「等」にこめられた

話もあったよ。
「徹底して当事者

り作られてきてるわけじゃないのね。当

意味もわかったでしょ？

側につくようにしても提供でき

そうね…。どうせ何も出来ない

事者の強い意志が元になって、有無を言

確かに「サービス等利用計画」

るサービス量には限りがあるから本人が

し、誰も助けてくれないから…

わさぬ迫力と説得力をもって、着実に共

が、障害当事者のニーズを中心

望む量（必要量）イコール計画の支給量

って、あきらめの境地ね。

感が拡がっていく中で出来上がる制度が

とした、主体的な生活を支援す

になるとは限らないのも悩みの種です。
」

あるんだって、あの研修で感じたのね。

るための手段なんだっていう意味合いは

もっとサービスの担い手を増やすとか、

「サービス等利用計画」もそういうプロ

素晴らしいと思うけど、あゆみの森の住

使いやすいサービスを選べるようになら
ないと解決しない悩みね。

アユミンにしては、恐ろしいほ
ど漢字の多い専門用語をペラペ
ラしゃべるわね。私にはさっぱ

談支援事業所」に指定されたことで、あ
ゆみの森は、どーなっちゃうの？

「等」って付けたがるのは、お

まあ、ざっくり説明するとね、
「サービス等利用計画」
ってのは、

ノイエったら…。相変わらず心

ちょうど高齢者の介護保険でい

配症なんだから～。実は私、こ

うところの「ケアプラン」ね。それで相

の件に詳しいの！なぜかって言

談支援専門員ってのは、
「ケアマネー

定的に不足してしまうでしょ。

“当事者の声”が制度を作る

うとね、
「特定相談支援事業所」になるた

ジャー」のことね。つまり、障害者福祉

めには、必ず相談支援専門員を事業所に

の分野でも、ケアマネさんにケアプラン

でも、それはおかしいんじゃな

セスを経て出来あがったものだったの。

人さん達のような、自分の言葉で思いや

置かなきゃいけないんだけど、その専門

を作成してもらいましょう、ということ

いか、っていう声が当事者から

そっか…。ただのサービス支給

ニーズを伝えることができない、かなり

そうやって悩んで考え続けて、

員を養成する東京都の研修に潜り込んで、

に最近なったのよ。それで平成２７年３

上がりはじめたの。もっと自信

のための事務書類じゃないのね。

重度の障害を持つ人達の場合は、その理

泣いたり笑ったり、輝いたりし

お話を全部聞いてきちゃったの！

月までに、全ての障害者のケアプランを

を取り戻して堂々と生きてもいいんじゃ

権利意識かぁ…。なんだか、ホ

念はどのように生かされるのかしら…。

ているあゆみの森のドラマを見

へぇ～！勉強嫌いなアユミンが

作成しなきゃいけなくなったから、連日

ないかって。少なくとも、人として生ま

勉強しに行ったってわけ！？よ

大忙しってわけ。

れてきたからには、その権利はあるはず

なるほどね～。もちろん、こち

修に耐えたわね。さぞかし眠かったん
じゃない？

くもまあ、そんな難しそうな研

あゆみの森の相談員さんにも聞

るのが、何よりも幸せだって思

最初にノイエが言ってた
「等」
っ

いてみたけど、
「正直いうと一番

うときがあるよ、最近…。

だ！ってね。だから、
「サービス等利用

て言葉ひとつとっても、実は

悩ましい問題」みたいよ…。

ノイエって幸せな妖精だね…。

らは障害者福祉だから、介護保

計画」は、地域で生きていく上での本人

結構深い意味があるんだよ！

険法に基づくんじゃなくて

の「ニーズ」を何よりも重要視してプラ

- 8 -

ントに奥が深いわね…。

要するに「サービス等利用計画」の「サ

「どうしても、どれも同じような計画に
なってしまって、その人の個性が出てこ

- 9 -

私も同じ気持ちよ、ホント、あ
ゆみの森、大好き！

あゆみの家の所長に「この仕事に対する
思いや職員に伝えておきたいこと」を
聞く、シリーズ第２回。
ズ

忘れられない
言葉と風景

●大学の卒業間近になって重度の身体

も出生時に脳性マヒとなり、父親は米軍

り始めよ！」で冬休みに田舎に帰ってか

●いろいろな障害者団体がある中で、な

障害者の人達との関わりが始まって「差

基地で働く米兵で、日本人の母親はクラ

ら、親を啓蒙しようと思いました。する

ぜ、青い芝の会のことが気になったのか、

別」や「人権」について考えさせられた

ブで働いていたそうです。
Ｍさんが生ま

と「そんなことより、卒業できるのか。

ということですが、具体的に何かあった

れてすぐに父親はアメリカに帰国、彼が

のですか？

プ
プライバシーはないに等しいという経験

んでした。いろいろと不便なこともあっ

もしました。
も
Ｓさんには東京久留米園の会

たので不満を言ったらきりがありません

報
報をもらいましたが、会報『波紋』に次

が、
とてもいい思い出ができました。でも、

の
の一文が載っていました。国際障害者以

昔はひどいものでした。

前
前の重度障害者の置かれていた状況や当

車イスで表にでかけると、何か化け物

事
事者の思いが綴られていると思うので転

がきたような冷たい視線をあびました。

載
載します。

子どもに「あの人のそばに行ってはダメ
●○

よ、病気がうつるから…」という親の言

私は寝返りひとつできない第１級の障

葉にどんな意味があるのか、大きなショッ

心当たりはありますか。

害者です。生まれは東京の下町で、母の

クを受けました。脳性マヒは伝染病では

卒業と就職を楽しみに仕送りをしてきた

■
「三つ子の魂百までも」という諺があ

胎内を出る時に頭を圧迫され、ひどい脳

ありません。この気持ちをどこに持って

２歳の頃に母親は施設に彼を預けたまま

んだから、いいかげんにしろ」と一喝さ

りますが、たぶん、私の幼児体験と関わっ

性マヒになってしまい、１８歳まで家で

行ったらいいのでしょうか。

■特別な出来事があったわけではあり

音信不通になったそうです。
「だから、

れてあえなく撃沈。しょんぼり東京に戻っ

ていると思います。韓流ドラマによく出

寝たきりの生活でした。

ません。当時、特に障害が重い人たちが

両親の顔も覚えていないし、家庭って何

て親には申し訳なかったのですが３日で

る出生の秘密とか、事故による家族の

入所していた府中療育センターや多摩

だかわからない。俺って、家族に捨てら

反省を忘れて、活動再開です。

更生園を訪問したり、施設の外に連れ出

れた人間だから…」と他人事のように話

して交流会を開いたり、旅行（合宿）を

していました。

しました。私も若かったから「自分はこ

入所者には、それぞれの出生や治療、

私は思春期になると親や兄弟を恨みま

私は、自分の足で歩きたい一心から病

した。兄弟は何でもない体を持ち、何で

宿命。それほどのドラマではないけど、

院生活を望み、脳性マヒにとられる治療

もない口を持っています。そして普通に

三人兄弟の次男でいたずらっ子の私は、

は全て受けましたが、手足は私のものと

学校に行き、卒業すれば働き、女性の場

４歳の時に昼間こっそり花火の火遊びを

して動くことはありませんでした。しか

合は花嫁修業をして結婚生活を夢見るの

福祉制度には無関心でしたが、７９年

して実家と隣家２軒を全焼させてしまい

し、病院生活で知らない人や多くの人と

です。中には重度の障害者でも学校に通

養護学校義務化と青い芝の会

れからどう生きていったらいいのか」と

家族との別離の物語がありました。家庭

４月に始まる養護学校義務化には関心が

ました。兄弟は親戚の家に預けられ、父

話す機会を得て、それが言語訓練になっ

い、
結婚できる恵まれた人もいます。でも、

悩んでいたので、本当にいろいろなこと

や兄弟、故郷があるのが当たり前の生活

ありました。
Ｋさんの無学歴の悔しさを聞

親は本家の長男だったので事件の処理に

て、今ではどんな人でも話ができる自信

そういう人は本当にまれです。

を考えさせられました。

をしてきた私には、驚きの連続で、何も

いていたので「これで全ての障害者が

苦労しました。半年後に再び家族がそ

がつきました。

府中療育センターのＫさんとは、とて

知らないなりに、社会の理不尽さに強い

学校に行けるから良かったね」と話す

ろった頃に、今度は、私の小学校入学に

私たち重度の障害者は、入学年齢になっ

す。何歳になったら何をしたいとか目標

も気が合いました。
Ｋさんは花火職人の

憤りを感じました。それでも私たち学生

と「義務化は大反対だ」と返事が返って

備えて大学病院に入院させることになり

ても一方的に就学免除にされて、学校に

はあるのです。でも、それは流れる時の

家庭に生まれ、出生時の事故で脳性マヒ

が交流できたのは両施設で合計１０人

きました。
「僕らは、就学前は家で座敷牢

ました。私が口蓋裂という障害があって

行くことが法律的に許されていないの

方が多いです。と、言っても私は生活に

になりました。小中学校は就学免除とな

くらいの言葉による会話が可能な人た

に隔離され、成人になると人里離れた施

言語障害がひどかったので、心配した両

です。私は、小学校すら行っていない

変化を持たせなければと思って、昨年か

り３０台半ばで父親が亡くなるまで全

ちでした。

設に隔離される。今度は義務化で障害別

親は手術と言語訓練を受けさせることに

ということで大きな劣等感を持ち、普通

らタイプの練習をはじめました。タイプ

く家から出られない生活でした。本人は

●年代としては１９７７年ですね。７９

に通う学校に隔離される。これで隔離と

したのです。

の人と話せないことがありました。字が

は英字で打ちますが、私は、
ＡＢＣが全く

「座敷牢にいた。自分の年代の脳性マヒ

年が国際障害者年のテーマを「完全参加

差別が完成する。しかも、
『障害に配慮し

子供心に「自分は両親の人生をめちゃ

読めないので本を読むこともできず、

読めないし、ローマ字にする方法もわか

者なら普通のこと」と言っていました。

と平等」に決めた年ですからその頃には

て』
、
『本人の幸せのため』という美名の

くちゃにした。兄弟にも肩身の狭い思い

自分の殻に閉じこもる一方です。言語

りませんでした。私は口に棒を加えて打

父親の葬儀も親族の意向で出席を許され

「福祉のまちづくり」とか「自立生活」

もとに一方的に押しつけられる。僕たち

をさせている、自分は我が家の恥だ。勉

障害で話せない、文字も読めないために

ちますが、普通のタイプでは打てないの

ず、１か月後に母親がタクシーを呼ん

の言葉が登場してきたと思いますが、そ

脳性マヒ者は、今までも生きたいという

強は嫌いだし何のとりえもない、なんで

脳性マヒというと文字どおり、白痴、低能、

で電動タイプを使います。でも、電動タ

で家の周囲をゆっくり走りながら「ここ

ういう動きは知りませんでしたか。

本人の意思と関係なく、無理心中や子殺

俺は生まれてきたのかな。兄弟げんかの

劣等者と見られています。懸命に力をふ

イプは高額で私には買えません。今は、

が学校、あれが駅、ここがお父さんの花

■言葉としては聞いていましたが関心は

しで親に殺されてきたんだ。
」

原因もいつも俺だし、両親も俺のこと恨

りしぼって話しても「なぁ～に？バカの

施設に寄付されたものを借りています。

火工場だよ」と案内してくれたそうです。

ありませんでした。もっぱら「人はいか

義務化について調べてみると障害者団

んでいるだろうな」と、誰にも言えない

いっていることはわからない」で終わっ

寄付がなかったらこの文章も残せないし、

そして、一歩も外に連れ出せなかったこ

に生きるべきか」みたいなことに心を奪

体も「長年の悲願が実現」と大歓迎の

秘密を抱えていました。後に障害者福祉

てしまうのです。

手紙も日記も書けません。ひとりの人間

とを涙ながらに謝ったそうです。

われていました。

団体から断固反対の団体まであることが

をライフワークにしようと思ったのはこ
んな事情からだと思います。

私たちも一応、夢や希望は持っていま

私は、病院生活で人と人の関係づくり

として生きた足跡も残せない。なぜ、最

や生活感を教えられました。そして１５

低限の人並みの生活が、私たち重度障害

多摩更生園で話が弾んだのは、横須賀

高度経済成長を経て世界の経済大国

わかりました。また、統合教育や共生

出身のＭさんです。障害がなかったらハ

の 仲間入りをしたと浮かれている国で

教育についても様々な意見があること

Ｋさんの紹介で青い芝の会の会員が多

歳ころから希望して、読み書きの勉強を

者には許されないのでしょうか。

マのプレイボーとして名をはせただろ

「 な ぜ 、生まれてきたことを後悔して、

がわかりました。どう考えるのが正しい

く入所している東京久留米園を何度か訪

教わることもできました。なぜ、私たち

●それで結局、大学は卒業したんですか。

うと思わせるに十分なイケメンの兄貴

人権を虐げられても抗議したり、回復す

のか、私にはわかりませんでしたが、
Ｋ

問しました。そこで俳句が趣味というＳ

重度の障害者には勉強の機会を与えてく

新宿の障害者団体への参加や法人設立は、

で、その名も「ジョウジ」でした。

る手立てのない人たちが放置されてしま

さんも所属して義務化反対の急先鋒に

さんと親しくなって１年後には、ふたり

れないのでしょうか。

どんな風に始まったんですか？

実際、施設の中では、いつも最も派手

うのか、な ぜ、多 く の 人 た ち は 目 を

なっていた「青い芝の会」という脳性マ

で九州に３泊４日の旅行に行きました

私は昨年、友達と電車を使ってキャン

な洋服で着飾って、若い女性職員を誘惑

向 け よ う と し な い の か …」。そ ん な

ヒ者の会のことをもっと知りたいと思

が、２４時間、４日間も一緒にいると介

プに行きました。病院にいたころはこの

だけど、前置きが長くなってしまって。

しては騒ぎを起こしていました。
Ｍさん

こ と が 関 心 の 中心でした。
「まず隗よ

い会員を紹介してもらいました。

護は本当にしんどいし、重度障害者には、

体でキャンプをするなんて考えられませ

その話は次回に…ごめんなさい。
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■それを伝えるために書き始めたはず

