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只今、挑戦中
クラブ活動＆
コラボ活動

新たな挑戦！クラブ活動
区直営から法人の運営に移行して
4年目を迎えた今年は、良き伝統を
守るだけでなく新しい取り組みに挑
戦しよう！ということで3つのクラ
ブ活動を発足させました。
ひとつは、エンタメ・クラブで文
字どおり音楽、ダンス、演劇などに
チャレンジします。2つ目は、ス
ポーツクラブで、重度の障害があっ
ても楽しめるように工夫を凝らして
野球やサッカー、ボッチャやゴルフ

行

あゆみだより

５年 ８ 月１０日発
１
０
２

No.2 0 2

“街の先生”とコラボ活動
自分で楽器を演奏したり、歌った
りは難しいあゆみの家の利用者も演
奏や歌を聞くことは大好きです。そ
こで街中のカフェや福祉施設、学園
祭、ライブハウスで活躍中の“街の
先生”をお招きしてミニ・ライブを
時々開催して利用者と職員が一緒に
楽しんでいます。
今年はすでに3回開催しました。
1回目は、落合のスワンのランチコ
ンサートでおなじみの佐藤美登里さ

等、全身で楽しもう！をモットーに

んの『ピアノの弾き語り』、２回目

挑戦します。クラブの3つ目

は上智大学のソフィアギターアンサ

！

ンブルによる『ギター演奏会』、そ

は、レク・クラブでゲーム

して3回目は、子育てがひと段落し

やティータイム、料理体
験、季節の行事も取り

たママが中心になって結成され

入れてバラエティに富

た早稲田ノエルズによる『ハ

んだメニューを楽しん

ンドベル・コンサート』で

でみます。

す。毎回様々な音色や歌声が鳴
り響きました。
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●あゆみだより：編集・発行／新宿区立あゆみの家
●メール

ayuminoie@pony.ocn.ne.jp

電話（ 3 9 5 3 ）1 2 3 0

ホームページ

http://ayuminoie.org

FAX（ 3 9 5 3 ）1 0 5 3
検索「施設概要

あゆみの家」と入力して下さい。

我が街
落合
10

仲良し３人衆に所長がインタビュー！
「落合・つながるカフェ」にも毎回、10名
ほどの民生委員の皆さんも参加しています。

知ってますか？
わが街の民生委員

。民生委員のイメージキャラクターです。

か変だなと疑っています。辞書で「福

どうしても、わかりづらくなって、そこ

祉」には「幸せ」って書いてあるけど、

で苦労していますが、私は「民生委員は

違和感があります。

ボランティア精神が大切でボランティア

♠所長：違和感といえば民生委員の「民

に近い活動ではあるけれど、公的な責務

生」という言葉も日常生活では全く使い

も担っている」ということを正しく伝え

ませんね。

たいといつも考えています。公的責務と

♥宮嶋：戦前は、民生委員のことを「方

は具体的に何かといえば、例えば要援護

面委員」っていったそうですが、もっと

者名簿をお預かりしているとか、行政と

わかりづらいですね。その時代は方面委

の連携や協力関係を強く持って行政の責

員だと女性でも選挙権があったそうです。

任ある仕事を頼まれているのが地域の民

地域福祉で大切な役割を担っている民

こんなに多いのはうれしいこと」と評価

民生委員の受け持つ地域は行政よりも小

ら大変、土曜、日曜も関係ないから」と

私は、民生委員になって長いからこの名

生委員なんですということです。そして

生委員は、“わが街”落合にも第一と第

してくれました。「全く知らないという

さいのできめ細かく地域の人に気を配っ

いうこともあります。20番は本当にそ

称に慣れてしまいました。

地域で困っている方を行政サービスにつ

二、ふたつの民生委員協議会があり活動

方は、採用したばかりの方よね、きっ

たり、親しくすることができる。隣のお

うで、よく新しく委員になられた方に

♥鱒沢：そうですね、今では消防や警察、

なげる橋渡し役の責任を担っているとい

しています。あゆみ祭では、第一、第二

と」という励ましの言葉も…。）

じちゃん、おばちゃんという感じで親し

「何をしたらいいですか」とか、「どこ

機動隊で「○○方面」という言い方をし

うことです。

が共同で模擬店を出店して、お祭りを盛

♠所長：同じ調査を落合地域でやったら

みが持てる。）私は、何となく民生委員

までやればいいですか」と聞かれても私

ているようですけど、特定の職業の特別

次に注目した言葉は、12番にある「距

り上げています。大震災になれば、ここ

どんな結果が出ると思いますか？

になったという感じで、民生委員とは地

達もきちんと答えられないんです。活動

ないい方ですね。

離感」という言葉です。（12：距離感。

域でどんな存在なのかみたいなことは知

していく中で自分で決めていくところが

の利用者はみんな要援護者ですから安否

行政よりも近い存在になれると思うが、

確認など、地域で民生委員の支援が必要

♥宮嶋：やはり、あゆみの家の職員に比

らないまま始めました。やっていく中で

あって、例えば、中には野良猫の問題に

♠所長：それでは、最後に鱒沢さんの印

法律や権限がしっかりしていないような

な方もたくさんいます。

べると①が少なくなると思います。

感じたことは学校で教わる福祉の専門知

かかわっている方もいますが、「それっ

象に残った自由意見について、どうぞ。

ので担当者によって対応に差が出てくる

そこで落合第一（多田）、第二（宮

♥鱒沢：私もそう思いますが、高齢者福

識よりもやはり人柄とか、人と人の関係

て民生委員の仕事なんですか？」と聞か

♥鱒沢：私は、調査やアンケートの報告

もではないか、という気がする。）この

嶋）、若松地区（鱒沢）の民生委員協議

祉の関する地域住民の認知度調査が以前

で何を大切だと感じるかの感性とか、そ

れても答に困るんです。やってはいけな

書を見るときは最初に「自由記述欄」を

方の言う距離感と私のそれは違うかもし

会の会長と所長が集まって民生委員につ

行われて、福祉関係の支援機関で民生委

ういうことが民生委員には大切かなと思

いという決まりもないし、どこまでやる

読みます。数字には表れない回答者の思

れませんが、確かに担当者によって対応

いて井戸端会議をしました。

員の認知度は最も高かったという結果も

います。それは、簡単に言うとちょっと

べきという線引きもありません。自分が

いがわかるからです。私の全体的な印象

が異なるということで上手に対応する人、

あったので、民生委員は、様々な社会資

おせっかいな「隣のおじちゃん、おば

関係した課題にどこまでかかわるかは、

としては、期待していた以上にあゆみの

深入りする人、他人行儀になってしまう

♠所長：数日前に職員が民生委員のこと

源の中では知られている方だとは思いま

ちゃん」でいいんだ、ということで3番

各人の判断です。

家の職員の皆さんが民生委員のことを前

人と色々ですが、人と人の距離感をどう

をどの程度知っているのか、その日いた

す。老舗だからね…。

の意見に共感しました。

♠所長：そうすると役割とか責任の範囲

向きに評価して下さっていて、とても嬉

考えるかが、大事で、あれは教育という

28人の職員にアンケートをしてみまし

新たに委員になる方にもどこでも言われ

をはっきりしてもらわないと困るという

しいです。

より感性とかセンスの問題かもしれませ

た。最初の2つの質問と回答結果はこん

るような基本的なルールは伝えますが、

ような几帳面な方、まじめな方には、向

♥宮嶋、多田：そうそう、同感！数字で

ん。そう言えば、この3人は民生委員に

な具合でした。

それ以上のことは言わないで気楽にその

いてないのかなあ…。それに比べて、役

は、民生委員のことはあまり知らない人

対する想いとか、仕事の仕方についての

方のスタイルでやってくださいと言いま

所の場合は、困った人が申請に来れば動

が多いという結果ですが、好意的な意見

考えでは、あうんの呼吸っていうか、と

す。その方が長続きしますから。

くとか、手帳とか審査による証明書があ

が多くて嬉しくなりました。

ても距離感が近いと今日は改めて感じま

あとは、8番も同じような感じで印象に

れば支援に動くわけですね。役所は、公

♥鱒沢：自由意見で最初に私の目に留

した。

残りました。（8：時間や決まりごとに

費で動くから客観性とか、公平性、支援

まったのは15番です。（15：民生委員

そして結論めいたお話になりますが、自

縛られないで動ける良さ。ご近所で顔見

の範囲や期間とか、あれこれ制約や動け

は、ボランティア精神が強いと思います

由記述の4番のご意見にあるように「民

知り。親しみが持てるので相談しやす

ない言い訳が用意してあって、実際、な

が、あゆみの家のボランティアさんとは

生委員は、純粋に“自分たちと同じ住

♠矢沢：アンケートの最後に自由記述欄

い。）こちらは知らないのに相手は知っ

かなか動かないし、動けないですね。

違うと思います。施設や地域にとってお

民”と感じられる。だから、上から目線

を設けたところ20名が色々な意見を書

ていて「この前、あそこにいましたよ

♥鱒沢：私たちの世代に比べると「何を

互いを必要とするなら、もっと要望や意

に感じず相談しやすい存在であってほし

いてくれました。その意見について感想

ね」と声をかけられることがあって、民

すればいいのか決めてください」とか

見を出しあう機会があればいい。まずは、

い」ということに尽きると思います。

をお願いします。

生委員としては知られていることは、嬉

「どこまでやればいいのか、はっきりさ

お互いを知ることから。）

（平成27年7月1日：あゆみの家にて）

しいことですが、内心「まいったなあ」

せてください」という方が増えている気

民生委員の仕事について説明する際に、

という感じもしますね。

がします。

♥多田：私も3番や8番が印象に残りま

♥多田：例えば、虐待の通報でも、通報
後にどうなったのか知るべきとか、これ

要援護者名簿と民生委員

④ 薬や病院の連絡先の確認 …23％

したが、13番と20番もそうだなあと思
いました。（13：民生委員は、小さな

で自分の関わりは終わりにしていいのか

平成26年に発表された新宿区障害者

要援護者名簿は区役所、消防等も持っ

声まで届きやすい立場にあると思う。

の判断は個人差があります。そこが不明

生活実態調査報告書によれば、「大

ていますが、最も早く安否確認をし

20：役割が明確でなく、何をしてくれ

瞭では、そういうケースに遭遇した方は、

災害に対する備え」についての回答

てもらえることが期待できるのは、

るのか、何が仕事か不明確という感

困るから明確にしてほしいという方の気

の上位5項目は次の通りでした。

やはり「隣のおじちゃん、おばちゃ

じ。）小さな声まで届きすぎて「困った

持ちもわかります。民生委員の立ち位置

① 特にない …37％

ん」の民生委員です。でも、この段階

な」と思うことがあります。8番の時間

は、ご近所からも見えやすい所にいます

② 非常時の持出品、備蓄品 …32％

でも要援護の登録者が10％に満たな

から。私は「福祉」っていう言葉も、何

③ 家族で災害時の対応を相談…23％

いというのは、何故でしょうか？

●質問１あなたは民生委員について
知っていますか？
①民生委員の名称も知っているし、
活動内容も知っている。 ⇒39％
②名称は知っているが、活動内容は
あまり知らない。 ⇒57％
③全く知らなかった。 ⇒4％
●質問２あなたの住んでいる地域で
も民生委員が活動していますが、
知っていますか？
①顔と名前が分かる民生委員がいる。
⇒14％
②名前は知らないが、あの人が民生委
員という方は知っている。⇒18％
③全く知らない。⇒68％
【集計結果を教える前に質問1について
最も回答が多かったのはどれだったか、
聞いたところ、3人の方は②が最も多

あゆみ祭では毎年、模擬店（豚汁とおにぎり
のお店を出店しています。

●自由記述欄：少子高齢化の進行で
住民の共助やボランティアの重要度
が増す中で民生委員に対する期待が
大きくなっています。そこで役所の
ケースワーカーや社会福祉協議会や
福祉事業所の職員と民生委員ではど
んな点が最も違うと思うか、思いつ
くことを自由に書いてみてください。

かっただろうと事前に予想して結果もそ
の通りでした。この結果について、3人
とも「民生委員のことを知っている人が

♥宮嶋：私が印象に残ったご意見は3番
です。（3：民生委員の方は無償である。
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に縛られないからいいという点も「だか

-3-

⑤ 要援護者名簿への登録

…9％

第5回 落合つながるカフェ

や道具との関係にも当てはまります。こ

あるからです。私の親もそうでした。し

れば最初はみんな共依存の関係で生まれ

こで大切なことは、依存先の数が多けれ

かし、実際はその思いこそが共依存と独

てくるわけです。ところが、健常の子ど

ば多いほど、個々の依存先への依存度は

占状態を引き起こしているのです。親が

もは世の中が自分たちに合わせてデザイ

浅くなるということです。つまり、依存

子を一番よく理解しており、子に最上の

ンされているから、自然と大きくなるに

先の数と依存度の深さは反比例の関係に

ケアを提供できるのは当たり前です。親

つれて、特に本人が努力しなくても、友

あります。この関係がとても重要です。

子の関係は何年もかけて培ってきたもの

達や学校の先生、世の中の道具など、親

というのは、暴力や虐待のリスクはここ

であり、歴史や関係の密度が違います。

以外にも依存できるようになっていくの

から発生するからです。相手への依存度

親が子のケアを自分と同等の介助者にバ

です。そうすると親への依存の度合いは

が深まるほど、暴力や虐待を受けるリス

トンタッチするという理想を掲げること

だんだん浅くなってくる。こうして依存

クは跳ね上がります。その場合、相手が

は、子にとって「次の親」を作るような

先を散らしていくのが子どもの発達で

「頼れるもの」という意味での依存で

多少の乱暴を働いても我慢するしかない

ものです。親は自分の身代わりとして子

す。

すね。それに対して、
私にはエレベーター

ですよね。私には介助者が約 20 人いま

を支配する人を作ろうとしており、遠か

一方、障害をもっていると、親以外の

しかありませんでした。依存先が多い人

す。そうすると、もしひとりの介助者が

らずそれは抑圧や暴力に転じていくと思

依存先が極端に少ない。そこが障害者の

と少ない人の違いが歴然とするのは、少

私に熱湯をかけたとしても、すぐにクビ

います。そうではなく、親は自分よりは

自立における問題です。障害者の自立は

家族介護と
親離れ、
親離れ 子離れ
7 月 9 日（木）に「第 5 回落合つな
がるカフェ」が開催されました。今回は
熊谷晋一郎さんを講師に迎え「家族介護
と親離れ・子離れ」というテーマで基調

うな暮らしが自立的な生活なのかについ
てお話します。

みんなが障害者になった時

講演をしていただいてから参加者の意見

私も当事者運動に長年関わってきまし

ない人の「なけなしの依存先」がストッ

にして新しい介助者を雇えば済むわけで

劣っているが、30 点の人を 10 人集め

本人や親の努力だけの問題ではなく、社

交換をしました。今回も保護者、職員や

たが、当事者運動の中にも「依存しては

プした時です。健常者には他の選択肢が

すが、もし介助者がひとりしかいなかっ

れば自分並みになる、それくらいの気持

会の中にいかに障害者の依存先を開拓す

地域の福祉関係者など約 40 名が参加し

いけない」
、
「自己決定こそ大事」という

あり、
「あれがダメでもこれがある」と

たら、私は諦めて泣き寝入りするしかあ

ちで介助者を増やすことが大事です。一

るか、いかに障害者向けの使い勝手のよ

てにぎやかな会になりました。

強靭な考えがあります。そうすると、依

切り替えができますが、障害者はそれが

りません。

人ひとりは下手であること、それを取っ

いデザインを増やしていくか、社会の変

熊谷さんは、脳性まひの当事者で小児

存していない障害者、自己決定ができる

できず、次の一手を打つことができなく

このように、ケアする人への依存度が

替え引っ替えできること。最上のケアを

化に関わる問題なのです。学校の勉強に

科医として発達障害や自閉症、学習障害

障害者が偉いことになり、障害者の中に

なってしまうのです。

深くなり過ぎている状態、あるいはケア

期待せず、むしろ上手な人が来たら警戒

しても、教科書や教え方も多数派の子ど

の診察や研究をしてきましたが、現在は

序列が生まれ、差別内差別のような感じ

よくよく考えてみたら、世の中に何に

する人がその相手の依存先を独占するこ

することが大事なのです。

も向けにデザインされていますが、それ

東京大学先端科学技術研究センター准教

になってしまいます。私はそれを終わら

も依存していない人は存在しません。誰

とで相手を支配する状態を“共依存”と

私は震災時につくづく思ったのです

では困りますよね。本人や親の努力にも

授で、バリアフリーや障害者の当事者研

せたいという思いで、ここ数年は活動し

もが他人の作った衣類に身を包み、公共

いいます。ケアする人は相手を自分だけ

が、自分にとってエレベーターが一番快

限界があり、社会の側が変わって依存先

究が専門です。

ています。そのような問題意識も背景に

交通を利用しているように、多くの人や

に依存させて、他の人に依存させないの

適なので当たり前のように使ってきまし

を増やさなければ、障害者の自立は絵に

あり、私は、すべての人にとっての自立

ものに依存して生活しています。ところ

です。共依存は善意にもとづくことも多

たが、それがある日機能停止した時に、

描いた餅になってしまう。それが私の考

ということを考えたいと思います。

えです。

以下、当日の講演録です。

が、障害者には依存先が極端に少ないの

いので厄介です。しかし、そこでどんな

いかに自分がお気に入りとばかり付き

皆さんは東日本大震災の時はどうして

です。ここが、私の考えが常識的な考え

に質の高いケアがなされたとしても、そ

合っていたのかを痛感しました。お気に

そういう意味で、バリアフリーや社会

今日のテーマは「家族介護と親離れ子

いましたか。あの日、私は 6 階建の建

と逆のところです。一般的には「障害者

れを受ける人にとってはリスクが高く、

入りとばかり付き合っていては、いつか

のデザインを変えてくれるユニバーサル

離れ」ですね。私は最近、
「自立とは何か」

物の 5 階にある研究室にいました。揺

は、多くの人やものに依存し過ぎ」と勘

むしろ質が高いほどにリスクは高まりま

足元をすくわれる。介助者との関係にお

デザインという発想は、依存先を増やす

というテーマでよく講演をしています

れが収まってから、避難するためにエレ

違いしていますが、実は障害者は依存先

す。実際、私は介助者を採用するときに

いても同じです。お気に入りとばかり付

という意味での障害者の自立を促してい

が、いつも、最初に参加者に「自立の反

ベーターまで行き、ボタンを押すと停止

が少ないのです。なぜ少ないのかという

上手な人は選ばないようにしています。

き合っていては、その人が裏切った時に

きます。社会全体が障害者にとって依存

対語は何か」と問いかけています。いろ

していて動かず、焦りました。幸いなこ

と、世の中のありとあらゆるもの（食べ

というのは、私もついその介助者に頼り

全てが終わってしまうのです。

できるものに変わってはじめて、自立と

いろな意見が出ますが、やはり一番に多

とに、偶然顔馴染みのスタッフが私を発

物、交通機関、制度…）のデザインは健

たくなってしまい、依存先の数が減って

い意見は「依存」
、二番目は「自分のこ

見して、体を抱えて運ぶことで 1 階ま

常者に合うように作られているからで

しまうからです。上手すぎる人は危ない

とを他人に決められてしまうこと」です。

で逃がしてくれました。私の電動車いす

す。だから健常者には依存先が多い一方、

のです。だから、私はあえてちょっと下

確かに「依存しないこと」や「自分のこ

は 200kg もあるため、仕方なく 5 階

障害者には何もかもが合わず、世の中が

手な人をたくさん採用するようにしてい

の反対語は依存ではない」ということが、

とは自分で決めること」が自立だと思っ

に置き去りにしました。私にとって車い

居心地の悪い場所となっています。

ます。質は量でカバーします。100 点

みなさんに伝わったのではないでしょう

ている人は、世の中に多くいます。今日

すは身体の一部であり、それなしでは身

満点の人がひとりよりは、30 点の人が

か。
「自立は依存の延長線上にある」と

の講演で、私はこの「自立の反対語は依

動きが取れませんので、置き去りにする

たくさんいるほうが遥かに安全です。そ

いうことです。ただし、ここでいう依存

存である」という常識的な考え方は実は

のは断腸の思いでした。

実は「自立している」はずの健常者の

のことが障害者にとってのリスクヘッジ

が数の多さなのか、度合いの深さなのか、

はじめに…自立の反対語は何？

100 点より 30 点がいい！

依存先を増やし依存度は減らす
ここまで考えると、どうも「実は自立

方がより多く依存しています。だから、

であり、障害者の自立を考えるうえでと

それをしっかり分けることが大切です。

ものだ」と痛感しました。あの時、障害

依存は自立の反対語ではありません。そ

ても重要だと思います。

先ほど述べたように、両者は反比例する

今日は、前半では「実は依存は自立の

のある人もない人も一斉に不自由を経験

の逆で、依存こそが自立です。このこと

反対語ではない」ということ、後半では

し、みんなが障害者になったようなもの

がとても重要です。

「実は誰も自己決定などしていない」こ

間違っているのではないか、ということ
について話をします。

この経験で、私は「これが障害という

親離れ、子離れの難しさ

いうものは成し遂げられます。

ので、依存先の数は増やすこと、依存先

誰も自己決定などしていない

への依存度は浅くすることが大事です。

講演の後半では、自己決定の話をした

でした。誰もが逃げなければならないと

障害者にとって依存先の数が少ないと

障害者の親離れを考えるうえで、最大

そして、介助者との関係も親との関係も、

いと思います。
「依存は自立の反対語で

とを話します。多くの人の「自立とは、

いう状態に陥りました。しかし、私と健

困ることは、
「あなたなしではもうおし

のハードルとなるのはこの点かもしれま

取っ替え引っ替えできるほどに軽くして

はない」という話をすると、
「自立とは

誰にも依存せず、何でも自分で決めるこ

常者では逃げる方法の数が違ったので

まい」という状態に置かれてしまうこと

せん。親にはやはり愛情があり、
「私が

おくことがとても重要です。

依存をすることなのか？それだけではな

と」という思いに反して、そんな状態な

す。ここで依存という言葉を使いますが、

です。この「あなたなしではもうおしま

この子のことを一番理解している。この

実は障害がない子どもの発達をみて

どまやかしではないかという話をした上

健常者には階段やはしごなど、逃げるた

い」という度合いの強さを、私は依存度

子にとって最上のケアを提供できるのは

も、赤ちゃんは障害者と同じで親にしか

その部分に自立が生じるのではない

で、最後に障害の当事者にとってどのよ

めの依存先がいくつもあります。

の深さと呼んでいます。このことはもの

私以外にいない」という思いがどこかに

依存することができないので、いってみ

か？」という質問を多くの方から受けま
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く、複数の依存先から自分で自由に選ぶ、

す。確かにそんな気もしてきますが、実
際はどうなのでしょうか。

「ああ、なるほど。私は自己決定しなけ

たくない領域は違うのです。障害の当事

ればならないのか」と思いました。それ

者にせよ支援者にせよ、
「あの人は自己

自己決定は障害者同士のなかでもしば

で、
「では左手から洗ってください」と

決定が得意だ／苦手だ」と言ってしまう

しば揉める論点で、
「あの人はしっかり

指示を出すと、今度は「左手のどの部分

場合、その人がベーシックレベルについ

自分で決められる／決められない人だ」

から洗えばよいのかわからない」と言う。

て固定観念をもっている可能性がありま

と、その内部で上下関係が生まれやすい

ここまで来ると悪い予感がしてきます

す。
「ベーシックレベルは常識的にこの

場所です。しかし、私はどうも、そのよ

ね。そう、私はどこまでも指示を出さな

辺だろう」という固定観念をもっている

うに強靭な意見を言う人は、何か暗黙の

ければならないわけです。

からこそ、たとえば自閉症の人を目の前

あゆみの部屋 4
ステキな支援員にへんし～ん！

スーパー戦隊！

うちにトリックを使っているのではない

このように、自己決定にはきりがあり

にしたときに「どうしてこんな細かいこ

（上）佐藤、長、小貫、菊田

かと思います。本当は自己決定していな

ません。あらゆる日常生活の一挙手一投

とにこだわるのか」という風なバイアス

（下）松島、吉田、中安 （○）木村

いのに、自己決定しているということに

足は、細かく砕けばどこまでも砕けるわ

をかけてしまうのです。

して威張っているのでないか、そんな風

けです。お風呂に入るという何気ない行

に感じるのです。具体的にいうと、知的

為でも、あるレベルから下の自己決定は

どこは決めたくないのか」ということが

今回の“あゆみの部屋”は、利用者

♥長 瑞己

♥佐藤 葉子

障害とされる人々はしばしば自己決定が

どこまでも細分化できますが、どこまで

重要です。人には何かを決める権利があ

支援の現場で奮闘しているスーパー

ち…チョコレート大好き

さ…最近、
窪田正孝クンがお気に入り

困難だと言われますが、それは本当なの

も自己決定している人なんていませんよ

りますが、何かを決めなくてもよい権利

非常勤さんの登場です。区直営時代

ょ…陽気な人柄

と…とつぜんの大きな音に弱く

でしょうか。それを言う人は、そもそも

ね。みなさんがそれをどういう風にやっ

もあります。私は体を洗う順序のように、

から勤務しているベテランから20

う…美しい心を持ち（？）

う…うたが大好き

自己決定についてたいしてわかってもい

ておられるかというと、細かい動きは意

細かく決める／決めさせられることには

代のイケメンまで頼りがいのあるス

み…みんなと

よ…よろしこッとたまに言えば白い

ないのに、
「あの人は自己決定が得意だ

識に上っておらず、無意識にやっている

とても不自由を感じます。もっとスムー

タッフばかりです。そこでご自分の

ず…ずっとあゆみで楽しみたい人

／苦手だ」と言ってしまっている。その

はずですね。それは習慣化しており、頭

スに生活がしたいのに、そこを無理強い

お名前を使って、自己紹介をしてい

き…きっとそれは、“みずき”さん。

ような考えは大間違いではないか。今日

では別のことを考えていて、体が勝手に

して、自己決定こそが正義だという論調

ただきました♪

『ちょう みずき』です。

はそのことを少し話してみようと思いま

動いてくれているはずです。私にとって

で迫られても困る。自己決定しない権利

す。

介助者は自分の体のようなものあってほ

が無視されています。

その人が「どこは自分で決めたいのか、

目で見られ
う…うまれも育ちも東京だけどそう
見られず
こ…こんな私ですがヨロピクッ！

♠中安 章

♥菊田 優子

な…なりたかった夢、美容師さん

き…きょうも

か…からいの苦手

く…くいしんぼうで

♥小貫 千絵

や…やる時はやる

た…たのしく

お…お寿司が大好きで

す…スポーツ大好き

ゆ…ゆかいで

ぬ…抜けてるところもあるけれど

の人のベーシックレベルを丁寧に共有す

あ…あきらめ早い

う…ウォンバットヒロキのことが気

き…気配りできるようになりたくて

められてしまうと困ります。テレビを観

ることからスタートします。そのなかで

き…喜怒哀楽の毎日

ですね、全部仕事に追われています。目

てそのあとに入浴したいと思っているの

相手に常識的なベーシックレベルや規範

ら…ら－めん大好き

こ…こけしが大好き

え…笑顔、えがおで頑張ります。

の前のタスクをこなすだけで精一杯で、

に、介助者に「熊谷さん、お風呂の時間

を押しつけてしまわない。善意や思い込

『なかやす あきら』です。

『きくた ゆうこ』です。

『おぬき ちえ』です。

自分で決めるなんて、本当に稀なことだ

なのでテレビを消しますよ」と言われて

みから始まる押しつけは抑圧や暴力につ

なと思います。むしろ、朝起きてから夜

も、それは「ちょっと待って」となる。

ながります。

♥木村 美代子

♠吉田 勇樹

♥松島 きよ子

寝るまでずっと何かに強いられている

つまり、私は入浴するタイミングなど大

き…気も背も大きく

よ…陽気な性格

ま…ま～ん丸な目で

か、もしくは習慣か惰性でやっているか、

ざっぱなレベルでは自己決定したいが、

人差があるという前提に立つと、おそら

む…むかつくと顔に出す

し…シラスが大好き

つ…つぶらな瞳は若い頃

そのどちらかです。

体を洗う順番など細かいレベルでは自己

く自己決定はそれが得意・不得意だとい

ら…ライオンの如し

だ…ダラダラしがちで

し…しわしわ顔に

決定などしたくない。そういう境界線が

う領域ではなくなります。その人にとっ

み…見上げられる

ゆ…夢は大きく

ま…まーるいお尻

あるはずなのです。

ての自己決定というものの可能性が常に

よ…妖艶な

う…歌うの大好き

き…きっといつかは

存在するようになるはずです。これが今

こ…子羊ちゃん

き…気持ちは前向き

よ…よし！ダイエットにエステ？

日の話の結論になります。

『きむら みよこ』です。

『よしだ ゆうき』です。

障害者の自立を考えるうえで、ベー

私は実は誰も自己決定などそんなにし

しいので、勝手に動いてほしいのです。

ていないのではないか、と考えています。

いちいち自己決定をして命令をしなけれ

シックレベルを見極めた支援やサポート

みなさんも、朝起きてから夜寝るまでの

ばならないということ自体が不自然で

を考えることがとても重要です。その人

一日の流れを考えてみてください。どれ

す。ですが、その一方で、入浴するタイ

その人にとっての自立があり、それはそ

ぐらい自己決定されていますか？私なん

ミングやその前後の行動まで介助者に決

て、昨日は 1 回も自己決定していない

このことが明らかになったのは、私が
ある介助者と出会ったことがきっかけで

このように、ベーシックレベルには個

す。その介助者はとても真面目で、
「利

「どこは自分で決めたいのか、どこは

用者様の自己決定権を守らないといけな

決めたくないのか」
、この境界線を専門

い」ということを真剣に考えており、ま

用語ではベーシックレベルといいます。

た信じてもいました。それはよいことな

私にとって、いつお風呂に入るのかは

のですが、具体的に彼が何をしたかとい

ベーシックレベルより上ですが、体を洗

当事者としての思いや考えを直接お聞

うと、入浴介助時に体を洗う順番を事細

う順番はベーシックレベルより下で、
「よ

きすることができて職員としては利用者

かに尋ねてくるのです。私は入浴時には

きにはからってくれ」という領域です。

支援にあたる上で良い勉強になりまし

明日の予定でも考えたいと思っており、

ベーシックレベルの共有から

『さとう ようこ』です。

になり

ち…小さな娘が一人います。

こ…今年も頑張るゾー
『まつしま きよこ』です。

♥カフェに参加した編集委員から

た。講演の後で参加者は 4 グループに

カフェ・ギャラリーに
賞していきました。『ふらっと新宿』は、

作品を展示！

障害者や非就業若年者の就労訓練の場と

分かれて「講師が困る質問」も出して答

して、カフェや交流サロン、商品販売の

私は自己決定を考えるうえで決定的に

えてもらいました。紙面の都合でそこま

お店を6店舗を展開しています。あゆみ

きをしないのです。私が「どうしたの？」

重要なことは、ベーシックレベルには個

で紹介できなかったのが残念です。熊谷

と声をかけると、彼は「いや、どこから

人差があるということだと思っていま

さんは「ご希望があれば続編も OK」だ

あゆみの家では、4月から2か月ほど

た。ここは子ども総合センターやシル

の第1号ですが、今後は生活実習所や福

洗ったらいいかわからなくて」と言う。

す。人によって自己決定したい領域とし

そうです。こう、ご期待！

『ふらっと新宿・ここからカフェ』の

バー人材センター等も併設されている施

祉作業所が順次、絵画や、切り絵、オブ

ギャラリーに利用者の作品を展示しまし

設で、様々なお客様が来店して作品を鑑

ジェ等を展示するそうです。

体は自動洗車のように適当に洗ってほし
いのですが、ところがその介助者は身動
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の家は、『ここからカフェ』の出展団体
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利用できるのは生活介護事業の利用者

もう、遠慮も

こんな方にお勧め！

新規利用者を受付中！

本人の障害の重度化や保護者の高齢

事業開始から3年間は、希望の回数

我慢も

化などの事情で施設がお休みになる土

を利用できない方もいました。また、

曜日や日曜日に自宅で過ごす上で困難

「本当に困っている方を優先すべきだ

いりません！

を抱えている方がいます。そんな方の

から、うちは遠慮します。」という方

ために本人が安心して週末を過ごすこ

もいました。それが26年度から様変

とができるように毎週土曜日に30名

わりします。利用者に施設に入所した

の方を一時預かりして、給食や日中活

方が多数出たことで受け入れにゆとり

動のプログラムを提供するのが土曜ケ

ができて、今は、新規の利用希望者の

アサポート事業です。

受け入れも十分にできます。

サ●
ア●
ポ●
●
ケ
ー
●
曜
ト
●
●
土
●
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