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通信名が決定しました！ 

編集長 石塚智子 

 

 

前回公募した、通信名が決定しました。 

じりつ通信「ぴ・あ」です。 

今後、通信紙は浜松自立支援センターが主体になりぴあねっと浜松での通信も引き継

ぐことになりました。 

よろしくお願いします。 

 

 

浜松自立支援センターホームページをリニューアル開設 

 

茂浦 悟 

 

この春、浜松自立支援センターホームページをリニューアルし開設しま

した。ホームページでは、浜松自立支援センターの活動内容、各種福祉

関連施策などについて紹介します。また、障害者・高齢者の生活に関す

る相談・援助を受けています。 

多くの人たちに活用していただけるコミュニティースペースとしたく、

皆さんの幅広い意見・要望などを受け付けています。また、皆様がお持

ちの、情報、イラスト、写真など、ホームページで公開したいものがあ

ればご連絡ください。 

浜松自立支援センターホームページのＵＲＬは下記の通りです。 

 

 http://cil.peerhama.com/  
 

ホームページ制作担当者 

 



 3

障害者自立支援法案！？静岡で街頭アピール、ビラ配りに参加して 

 

浜松ＣＩＬ 笠原賢二 

 

県内の障害者自立生活センターでつくる「静岡 CIL 協議会」で２４日、国会審議

中の障害者自立支援法案に対する街頭行動を静岡市葵区呉服町の青葉イベント

広場で行いました。 

 静岡市や藤枝市、浜松市などから障害者や介助者ら４０人が参加しました。 

浜松ＣＩＬからは、当事者３名、介助者３名の参加です。 

地域で暮らす障害者からみた同法案の課題を記したチラシを配布し、市民に理解

を求めてアピール行動をしました。個人的に２回目のビラまきなので、楽しくで

きた気がしました。 

 チラシの内容は、同法案が示した新制度の方針を「国のさじ加減ひとつで障害

者の自立生活の崩壊につながるとの不安がある」と指摘し、「障害当事者の意思

を尊重したサービス決定」「応益負担、支給決定を下す認定審査会への障害当事

者抜きではあってはならない」などの訴えです。 

当事者として、みんなで声を上げ、障害者が地域で生活できるように真剣に取り

組んでいきたいし、浜松市でも行動を起こしたいです！！ 

街頭行動は全国自立生活センター協議会などが呼び掛けた全国一斉行動の一環

として実施し自立生活確立を主張しました。 
 

 

     ＊2005.7.2 浜松駅前での街頭行動 
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プール介助の交渉を終えて 

 

水島秀俊 

 

昨年の秋から行ってきた、障害福祉課とのプール介助の交渉も、ぴあねっとの

スタッフや御父兄、多くの関係者の熱意と努力によって最良の結果を得ることが

できました。何回も交渉を続けてきて、その都度毎回同じ残念な結果に終わり、

内心「もう、無理なのでは」と思ったことも何度かありました。行政を動かすに

は、粘り強い説得や根気等が必要というアドバイスを受け、諦めないで続けてき

た事が、最良の結果を得られた最大の要因ではないでしょうか。「継続は力なり」

という言葉の意味が証明されたような出来事だと思っています。 

障害福祉課の課長と話した時に、「今回は、最終的に許可を与えましたが、全

ての要望について認められるわけではなく、内容によっては、どうしても許可で

きない場合もありうることを理解して頂きたい」ということも、おっしゃってい

ました。しかし、どのような内容であれ、浜松自立支援センターとしては交渉を

続けていかなければならないケースもあるわけで、「けっして後（あと）に、引

き下がるわけにはいかない」という決意も時には必要でしょう。 

また、障害福祉課としては、「交渉」というと何か対立して戦うという様なイ

メージがあるので、お互いの意見や言い分をケンカではなく、温和的（冷静）な

形の「話し合い」という言葉のニュア

ンスを使っていきたいということも、

課長の話の中ででてきました。 

浜松自立支援センターと障害福祉課

が常に対立ではなく、友好的な関係で

意見交換や相談が出来る様な、つなが

りを望んでいるようでした。こういっ

た事は、確かに人間として平和的に事

を進めていく上で必要且つ基本的な心

構えだと思います。お互いに相手を尊

重することも大切です。お互いに自分

達の意見や言い分だけを一方的に主張

していては、話し合いは終わりの無い

平行線を辿るだけでしょう。「対立」や

「戦い」からは何も得られないという
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事も、心片隅に留めておくべきかもしれません。                     

 

Ｇｏｏｄ Ｌｉｆｅ ＴＯＫＹＯ                                               2005.4.26 thu 

 

介助者 飯田康司 

 

 

池袋西武池袋線東久留米駅を降り徒歩３分。ピープルファーストジャパン代表の居るＧｏｏｄ

ＬｉｆｅＴＯＫＹＯがあった。地元の人はそこを田舎というが、ＧｏｏｄＬｉｆｅの事務所は駅前繁華街通

り、大きなマンションの一階に位置する。 

グッドライフの代表は重度の身体障害で、近隣施設に入所する障害者に自立を呼びかけ、Ｉ

ＬＰ（自立生活プログラム）、ピアカウンセリング、介助派遣サービスを提供するＣＩＬ（自立生活

センター）である。 

 

我が浜松一行の初めの訪問先はグッドライフの事務所であった。今回の訪問は知的障害者

の地域生活の現状を知り、感ずることであったので、話題はピープルファースト（われわれは障

害者である前にまず人間である）ジャパンの代表の小田島氏（当事者男性）と支援者である中

村さん（女性）という素晴らしいお二人を囲んで、成り立ちの話から聞くことになった。 

中村さんの活動のきっかけは息子の同級生（知的、自閉症）が施設に入所しなくてはいけな

い状況になってしまった、彼がなんとか地域で暮らしていける方法を考えたいという一つの想

いからスタートをしたのだという。 

その後、ピープルファーストの国際会議がカナダで開かれ、日本からの参加者の同窓会か

らピープルファーストの活動はスタートしたのだそうだ。 

現在は、仲間の自立を支援する小田島氏も、近隣の施設に長い間入所を余儀なくされてい

たのだという。中村氏は語る。 

「身体の人は自らが施設を出たいとか親元を離れたいと言えば、それ相当の家族の反対に

あうが、ある程度本人に強い意志があれば、自立できるが、知的の場合は家族の一人でも折

れてくれる人がいないとむつかしい状況がある。」 

「言葉を言える仲間が言葉をいえない仲間を支援するのだ」と語る小田島氏は、水戸や旭出

の施設による人権侵害の擁護運動に東奔西走し、厚生労働省との話し合いにも参加するが、

当の小田島氏自身も、施設からの退所の際には家族の大反対にあったのだという。皆そのよ

うだ。 

 

中村氏は支援について「ここグッドライフもかつては“指示に基づく介助”介助者は考えるな、

障害者の手となり足となるのだというＣＩＬの介助者像を推し進めてきた時代があるが、知的障

害者の支援や、先天性の身体障害者の支援をしていく中で、無理が出てきた、介護者もどんど

ん潰れていく。という時代があった。」と語る。「そういう時代も必要であったと思うし、その方法

が間違っているとも思わない。けれど今は“いっしょに考える”ということを伝えている。」と語

る。 

「介護者は何も考えないのではない。介護者も考える。そして当事者が考えるところは何か、
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何をいっしょに考えるのかということを考えながらやっていくことが必要なのだ。」という。 

 

グッドライフは 24ｈ要介助の人、夜間のみ一人などの長時間要介助の人が身体・知的共に

多い。介助者の確保と介助の安定のためにとっている仕組みは、曜日固定の９－１９、 

１９－９を一枠とした枠制の月給システム。給与の安定のため、４週の月も、５週の月も変わら

ず、一枠月当たりいくらと固定した月給システム。一枠あたり日中を 63,000 円/月 

（例えばＡさんがＢさんの介助者として毎週月、水、金曜日 9－19、働くと 

計 3 枠で 189,000 円が、介助者Ａさんの月収になる。） 

夜間は一枠 19－9 で 65,000 円。短時間は 3 時間を一枠として、臨時の場合のみ時給制をとっ

ている 

 

 グッドライフの存在する地域では支援費以前から身体障害者介護人派遣制度を勝ち取って

きた歴史があり、生活保護の他人介護料と合わせれば、24ｈ介護保障が実現している。（グラ

ンドデザイン以降の自立支援は国庫補助の仕組みの改悪により地域生活が成り立たなくなる

危険があるので、国や行政への働きかけを頑張っているようだ。）しかし、支援費単価の引き

下げのあおりを受け、一枠単価も下げはじめているという。 

 

 しかし、24 時間要介助の知的障害者の一人暮らし支援費は、最大で 18 時間／日しか出てお

らず、その人以外はさらに少なく、介助派遣事業はその人だけ見ると単純に介助料だけで赤字。

事業所持ち出しで生活を成り立たせているのがまだ現状だそうだ。泊まりも必要な知的障害者

に対しては 19－9 の一枠を一回 5000 円でお願いしているケースもあるという。 

「もちろん『これでやってもいいよ』という介助者しか入れないですけど・・。」 

 

グッドライフは身体、知的、児童の介助派遣と共に介護保険の事業も行う。その事務所で昼

食を取りながら名刺交換をした。 

ピープルファーストジャパン代表の小田島氏の名刺には“ＷＢＳワールドビジネスサテライト 

代表 小田島栄一 ”とあり、ピープルファーストの新事務所の住所が書かれていた。 

“ワールドビジネスサテライト。”小田島さんはピープルファーストの代表の他に国際的な就労

支援活動もしているのか、とそのときは口に出さず思ったが、後で聞くと“ＷＢＳワールドビジネ

スサテライト”は小田島さんが好きな深夜のニュース番組の名前だそうだ。“ＷＢＳ”は支援スタ

ッフの名刺にも書いてある。スタッフからは「そろそろ名刺を作り変えて欲しい。」「私の名刺に

も“ワールドビジネスサテライト”って書いてあって、一体どこの所属なのかわからないんで

す。」と半分笑いながら、半分困ったように話してくれた。それを聞いた当の小田島さんは“笑っ

ていた” 

 

 “ＷＢＳ”の話はさておき、グッドライフで名刺交換した人の一人に松村さんがいる。 

彼は全盲、車椅子。「自分の障害は筋ジストロフィーなんだ」と語ってくれた。 

 長髪と白ひげをたくわえたその人の生まれ故郷は沖縄の南に位置する離島だという。田舎で

は福祉が無いからと家族で東京に出てきて、10 数年、はじめは通所の施設でも「お前に自立

なんか出来ない」と言われ、家族からも反対された。「おれは目は見えないけど今は楽しいよ」
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と語る。 

「どうして自立しようと思ったんですか？」 

「自分の好きなようにしたいわけさ、テレビだってＮＨＫじゃなくてアダルト観たい、親といるとで

きないわけさ。」今彼はいろんな団体に所属し、いろいろな活動をしているらしい。グッドライフ

には週3 日くらい来て、自立したい人の相談を受けている。「目標があれば出来る。自分のやり

たいことを通せばいいんだ。遠慮しないことだ。」と南の訛りで力強く語る。 

「俺の場合は、初め 1 週間多摩で自立体験をした。次に別の団体に行き体験をした。最後の 1

週間は泊まりの介助を抜いてやってみた。1 つの団体でなく別の団体で試したのはいろんな問

題が起きることを自分で試す。そうするといつしか自信がついていくんだ。芸能人の下積みの

ようなことさ。まずは自信をつけるためにやってみることだ、やったことは人の前でも自信を持

って話せるんだ。 俺の前の目標は自立だった、今は自立したい人の相談を受けていきたい。

やっぱり最後決断するのは本人、自分の信念と意志だ。」 

 その人の目の奥には重く強い何かがあった。「目標があれば出来る、自分のやりたいことを

通せばいいんだ。」 

 グッドライフは障害者も健常者も全ての人は“自立すべき”という考えがある。そして「親は親

の人生を生きればいいじゃないか。」という。 

 

 

―ピープルファースト東久留米― 

 

 次に向かった先はピープルファーストの活動拠点だ。今日一日はすべて小田島さんが先導し

てくださる。近くのＣＩＬ「援助為（えんじょい）」のリフトカーと小田島さんの本日の介助者の車で

案内してくださった。40 坪ほどのスレート葺きの倉庫には、「権利擁護、ピープルファースト東久

留米」の手製の看板が掲げられていた。うかがった時、ちょうど屋内の自販機に商品の補充作

業の最中だった。グッドライフはじめ近隣のＣＩＬ等に自販機を設置し、それも一つの収入源とし

ているそうだ。「これはあれなんだけど・・」と屋内に設置された自販機にはビールもあった。酒

は重要である。ちなみにグッドライフもここも、喫煙ＯＫである。 

 さて、この広い場所、つい最近ようやく借りることが出来たのだそうだ。他のピープルファース

トもうらやむ広さ。もとはリサイクルショップだったというここの家賃は20 万。さすが東京。とはい

え、この広さでは格安だろう。これから何をやっていくかみんなで話し合って決めていくのだとい

う。ホワイトボードには近隣に借りてあるという畑の作付け予定が書かれていた。「多摩川に行

って魚釣りとかしたいねぇ」というのは小田島さん。いろいろな魚がつれるらしい。 

「まだ引っ越したばっかりだから、いろんな荷物が散らかっているけど。」 

「あれは何ですか？」と浜松の元理事長が指したのは廃材の山。 

「釣れた魚を焼こうと思って。もともと外にあったんだけど、大家さんから片付けてくれって言わ

れてここに積んであるの。これからどうしようか、デイやろうかとかまだ考えているところ。」 

自分も「これから何をやるって、どのくらいのペースでみんなで集まって決めていかれるのです

か？」と聞いたところ 

「せっかくだから他の仲間にも聞いてみて。」と。さすがである。 
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僕は隣で寡黙に座っていた赤い野球帽に金髪、ふちなしメガネをかけた体躯の良い男性に

声をかけた。 

「お聞きしてもよろしいでしょうか？」 

「お近くに住んでいらっしゃるんですか？」 

「うん。」彼の人はテーブルに視線を落としながら、ポツポツと話す。 

「もとはどちらにいらっしゃったんですか？」 

「青森。」 

「青森！？ ですか？」 

「青森の施設にいたんだよ。十○年。」 

「出身が青森なんですか？」 

「東京。」 

 

―いわゆる都外施設である。十数年前、措置時代に都内の入所施設は満杯で都は近県に

施設を建設し、都民の障害者を入所させた。この青森の施設を都で建てたかどうかは判らない

が、近隣施設が満員の場合、遠く東北や九州へと措置入所させられたことは近年まで珍しくな

い話だそうだ。現に、身体障害でも、天竜などの入所施設に県外の都府県からの措置入所者

が今も多くいる。― 

 

「で、最近引っ越されたんですか？」 

「４月 10 日だったかな。」 

（お邪魔した日が４月 26 日だったので、２週間前ということになる） 

「本当に最近なんですね、で、ではバタバタとお忙しいでしょう？」 

「まあね、その前は２人暮らしだった。」 

「というと・・・。」 

「自立企画（グッドライフ近郊の別のＣＩＬ）の 2 階 201 号にいたんだ。」 

「グループホームですか？」 

「ああ。」 

「それはいつごろ？」 

「10 月だね。」 

「今は一人暮らしですか？」 

「うん。」 

「介助者というか、ここでは支援者っていうんですか？ヘルパーはどのくらい入れておられるん

ですか？」 

「だから一人暮らし。料理とかも自分でするし。」 

「失礼しました。で、自立企画 201 号から出たいって思われた理由って何かあったんでしょう

か？」 

「トラックの音がうるさくてねぇ、夜も近くにトラックが通るんだよ。」 

「いまはどうですか？」 

「いまはいいねぇ、 施設には戻りたくないねぇ。 こないだ自立企画で3 級ヘルパー取ったんだ

よ、 大変だったよ。 夜中まで勉強してねぇ。」 
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「通信ですか？」 

「そう、でもコーディネーターがもう少し待ってくれって言うから、待ってるんだけどね。」 

「そろそろ出発しますよー」その声に僕は吸いかけたばかりのタバコの火を消しながら、彼の人

に別れを告げ、浜松一行はピープルファースト事務所を後にした。 

 

 

―はたらきば― 

 

 次なる目的地は「はたらきば」である。昨年 10 月、厚労省前、介護保険統合反対のデモ行進

の際に教えてもらった日中活動の場所、それが「はたらきば」だった。「“はたらきば”といっても

働いているわけではないんです。今日もそのメンバーがデモに来てますよ。」と教えてくれた中

村さん。“ピープルファースト東京”と書いた手製ののぼり旗の近く“かいごほけんとうごうはん

たい！”“わたしたちにんげんだ！”などそれぞれの言葉を書いた手製のゼッケンをつけた人た

ちが日比谷公園にいた。「はたらきばといっても働いているわけではないんです」ということば

に魅了され、我々は“はたらきば”に向かう。車はビルのひしめく街の中心地に入っていった。

おそらくその街の本局であろう、大きな郵便局の隣のビルの 1 階に間口 3 間ほどのテナントの

上にステンレスに黒文字で手書きの看板が掲げられていた。駅も近いらしい。 

 「おじゃまします。」 

“はたらきば”はいいふうに雑然としている。壁には想い想いの言葉や絵を描いた半紙が飾ら

れている。雑然と。不ぞろいのテーブルと不ぞろいのイスが一列。テナントの中央よりやや左よ

りに並んでおりその真ん中の壁には月間スケジュールのホワイトボードが置かれている。 

 なんとも心地よい空気である。おもわず顔がゆるむ。残念ながら今日はスポーツセンターとも

う一箇所どこかへ出かけているらしく、“はたらきば”にはベージュのコールテンのブレザーを着

た優しそうな小父さんと少し禿げあがった 30 代後半くらいの人しかいなかった。グッドライフに

到着したときもそうだが、ここでも誰が職員なのかわからない。服装や髪の色で一見判らない

だけでなく、わからない雰囲気（空気）があるのだ。この空気は非常に微妙なのだが、とても重

要でその一線が、その場をおもしろいものにするかどうかにかかってくると思っている。で、どっ

ちがスタッフだったかというと若い人だった。彼の人の説明によると、“はたらきば”の活動は何

をするか、何をしたいかということをみんなで話し合って決めるのだそうだ。月のおわりかはじ

めころに月次予定のホワイトボードに行きたいところややりたい事を話し合い、書き込み、何曜

日は温泉に行こう！とか映画を見に行くとか、スポーツセンターに行くとか大まかに決めるそう

だ。最大で 3 つくらいのグループに分かれて行くそうだが、それには車の都合や介護者の配置

に限界があるためらしい。希望者の多い活動は決まるが、希望者の少ない活動がどうしても後

にまわってしまう。 

「そういう時は、その次の日や次の機会に必ず行くことを約束するんです。」 

と本当に苦しそうに語った。 

 時々、市役所から役所や公園のそうじの仕事などの依頼がくるが、そういうときは「こういう仕

事があるけどやりたいひと。」と声をかけ、やりたい人だけその仕事をして、小遣いを稼ぐのだ

という。 

「今日はおさやん（紳士の小父さん）は映画に行きたかったんだけど、映画に行きたい人が少
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なくて、お客さんが来るから自分も行けないから、申し訳ないけど接待に回ってもらったんだよ

ねぇ。」と申し訳なさそうに話す。こちらこそ「すみません」だ。 

  

 予定を“大まか”に決めるのには、その日の気分や、何か突発的なことによって、当事者が変

更できることを保障するためのようである。 

 当事者が決める。支援者は本人が決めやすいように“ここもおもしろいかも”と選択肢を提案

する役割を担っているそうだ。 

 

 そんな“はたらきば”は平日あさ 9 時位から夜はだいたい 7 時位まであいているらしい。土日

は行くところがないから、魚釣りとか、映画とか、温泉とかの「Ｐ＆Ｐ」というツアーがあるそうだ。

これもまた行きたいところを皆で話し合って、希望者が少なくていけない場合は次回行くという

形をとっているらしい。 

 駅前市街地に位置する“はたらきば”の財源はＰＦＰＣという知的の個別指導プログラムを行

うという東京都の助成金と重度知的障害者の方への支援費デイサービスという形をとっている

らしい。別にデイサービスをやりたかったわけでなく、支援費開始後都の助成金が減り、運営

上授産所かデイを選択する必要になり、今の形をとったという。 

  

“はたらきば”に来る人は全員がデイサービスの対象者のわけでもなく、全員が助成金の対

象者のわけでもないらしい。形はグッドライフと別法人だが、スタッフも来る人も混在している。

実はこの日僕たちに説明してくれた人も、グッドライフの代表の介助者らしい。運営について考

えると頭が痛くなるが、遊びたい人は、自分の好きなところに行って遊び、働きたい人は自分

の好きなときに働く。それを目的とした居場所、それを保障した場所の持つ力と空気。そんなと

ころがあったらいいと心躍った。今回は皆出かけていておさやんにしかお会いできなかったこと

は非常に残念であった。 

 

後から聞いた話だが、おさやんは最近、住んでいたアパートから何かの理由で追い出され、

今はグッドライフの上階に住んでいるのだという。なのでおさやんの私物が“はたらきば”の奥

の部屋に置いてある。そして、おさやんの物置になってしまった部屋には他にもテレビや暖房

器具などもストックしてあるのだという。「暮らしの中ですぐにＴＶやストーブが宙に舞い、壊れて

しまう人が毎回買うのは大変なので、壊れやすいものは使える不用品を貯めておく必要がある

からねぇ」というのがその理由なのだそうだ。 

帰り際、おさやんから「明日朝、玄関にむかえに来てください、おねがい。」と手をあわせて頼

まれたが 

「今日浜松に帰らなくてはいけないので、明日は難しいです。ごめんなさい。また来ます。」 

「映画に行こう」 

「また来ます。」 

と約束してきたので近いうちに約束を果たしに行かなくてはいけないと思っている。 

 そんな、紳士的なおさやんがアパートを追い出され、「おさやんは施設からも追い出される」と

いう話を聞くと、胸の下が痛くなるような、理解不能の世界があるらしいということだけ頭でわか

った。 
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 “はたらきば”はとにかくおもしろい。支援者の位置間が実にいいのである。これもまた胸の下

のほうをふるわせる原因の一つだったようにおもう。エンパワメント（権限の移譲）のもつ底力を

みせつけられた気がした。 

 

ちなみに“はたらきば”は自立している人、もしくは自立を目指す人のみ利用できるそうだ。 

 

 

〈グループホーム①〉 

 

グッドライフは男子寮が 2 つ、女子寮が 1 つ。計3 つのグループホームを持っている。中村さ

んによると建設（？）当時、「グループホームはミニ施設だ！！」と代表に断固反対されたらしい。

その反対を押し切り、寮（グループホーム）をつくったが、やはりグループホームはあくまで通過

点で、最終的には自立生活だと語る。グループホームは親から本人を引き離す場所だ、とも言

っていた。 

車は住宅地の 7ＬＤＫくらいの大きな普通の家に辿りついた。玄関を上がると窓という窓に木

の棒が柵のように取付けられている。 

「これは柵ではないんです。こうでもしないとすぐに窓ガラスが割れてしまうので、ガラスが割れ

るのを防いでいるんです。」と 30 代中盤の長髪を後ろで一つに束ねた世話人の男性が教えて

くれた。ここは男子寮だそうだ。「男子寮は金がかかりすぎる」とグッドライフの本部からさえよく

言われるらしい。 

「ここでは普通消耗品とは考えられないものが消耗品になるんです」 

僕たちはその家のＤＫに案内されたが、食堂のイスやベット、布団、じゅうたん、テーブルそうい

ったものが買ってきたその日のうちに壊れ、使い物にならなくなることがしばしばという。壁には

穴もあいている。 

「それでもこうしてＤＫにテーブルが置けるようになったんです。」と語る世話人、以前は重い木

のテーブルが一瞬にして宙にとび、天井の蛍光管がバラバラとふってきたのだそうだ。 

 

 各部屋を案内していただいたが、家中厚み 10 センチくらいのクッション材が敷きつめられ、そ

の上にブルーシートが張られていた。 

「これは何のためでしょうか？」 

「これは防音のためです。」 

「！？」 

クッションなので転倒時のケガ防止か何かかと思っていたが、そうではないらしい。世話人の話

によると、 

「住人がジャンプするとまるでダンプカーが通ったようなものすごい音がするので近所の苦情

対策なんです。」とのこと。 

「言ってもいいのかなあ・・ 毎日うんことしょんべんまみれです。」 

 

 「男子寮はとにかくお金がかかる。クッション材にしてもそうだが、水が好きなので、水道料が

10 万円のときも。何よりかかるのが近所への付け届け。お中元、お歳暮は一軒当たり 5 千円
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相当のものを贈る。こないだもコンビニでトラブルがあってお詫びの届け物が 1 万円。正直、金

で苦情を抑えているところもあるんです。」 

 

「地震の時に割れたガラスが飛び散らないようにって、飛散防止フィルムってあるでしょ、この

家のガラスというガラスに貼ったんだけど、量がおおいからロールで買うんです。問屋さんで買

えば安いんだろうけど、入荷に 4～5 日かかる。こっちは待ってられないから結局東急ハンズで

買うわけですよ、1 ロール 5 万円。3 ロール買ったから 15 万でしょ。この家、誰も読まないけど

新聞も取っているんです。○○新聞。近所で薦めてくれる家があるから。いろんなことがあるた

びに、僕ともう一人の世話人、信者じゃないけど新聞とってるんです。そういうことで少しでもよ

くなればいいって思うんです。ほかにも、はじめは怒鳴り込んできて、すれ違っても無視をする

ような人が、あいさつしてくれるようになったり、『あなたたちも大変だね』って声かけてくれて、

ちょっとちがうぞっておもいながらも、嬉しいような気がしたり、最近はそこの小さい窓から、『お

ーい』って、ダンボールでジャガイモくれたりするようになったんです。」 

「最近都の説明会に出て、『グループホームをつくるときには近隣住民の理解を得てからはじ

めること』って説明あったけど、はじめに説明してたら、ぜったい無理だったね。お金のことは、

こういうやり方がいいとは思わないけど、他にやり方があるんなら誰かやってくれって言いたく

もなるんです。」 

 

グッドライフには見学に来る人もいる。子どもの将来を見据えて、グループホームを訪れる

親も少なくないらしい。 

 以前はお客さんが来る前にはそれなりに片付けや穴ふさぎ、掃除をしていたが、ある日、もう

どうにもならない状況で、ほぼ普段どおりを見てもらったことがあるらしい。そのとき見学に来た

親がこう言ったそうだ。 

「私は今までいろんなグループホームを見てきたが、どこもきれい過ぎて、とてもうちの子は入

れないと思ってきました。でも、ここならうちの子も入れるかもしれません。」 

穴だらけの壁のグループホーム。それから、見学も普段を見てもらうことにしていますと言いな

がら、今日ばかりは都の人が来るということで、片づけをしてあるらしかった。 

 

「そろそろ、住人が戻ってくる頃ですので、そろそろ・・」と世話人が言いかけた頃、住人の一

人Ａ君が帰って来た。身長185 センチ、体重 70 キロ 20 歳男性。日焼けした体、逆立った赤い

髪、鋭い目、ヤンキーのようだ。彼は帰ってくるなり、大声を上げながらジャンプした。今にも天

井にあたりそうなくらい大きくジャンプしながら脱衣所で真裸になる。家の中では布切れ一枚つ

けない姿で過ごしているのだという。筋肉は競泳選手のようにムキムキで、その発達した大胸

筋を右手でバチン、バチンとはたきながら、大声を上げ高くジャンプしながら向かってくる。「や

られる」一同突然の出来事に息を呑み、足がすくむ。一行は「では・・。」と胸に感慨を覚えなが

らいそいそと男子寮をあとにした。小田島さんは平常だ。 

 

事件はその直後に起こった。 

一行は 3 台の車に分乗して移動していたが、突然一人が男子寮の中にバックを忘れてきた

という。彼は再度恐る恐る男子寮にバックを取りに戻ったが、車に乗ろうと戻ったときには車は
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3 台ともその場から消え、出発していたのだ。世話人に、車においてかれたことを告げると、世

話人は 

「じゃあ、今夜はここに泊まればいいよ。」と優しい。彼は浜松に戻らなくてはならないのだ。彼

はＡ君とダイニングテーブルを挟んで向き合い、座り、Ａ君のお椀に山のように盛られたビスケ

ットと 2Ｌのペプシコーラ 2 本をみつめて、今にも泣き出しそうであった。しかも彼の携帯電話が

入ったバックはみつからない。彼はＡ君に恐る恐るあいさつをするが、・・無視。Ａ君はイスの上

に飛び上がり声を上げてジャンプする。確かにイスは一日で壊れそうだ。Ａ君は突然冷蔵庫に

走り、バキッという大きな音とともに冷蔵庫を開けのぞき込むと、納豆の入ったプラトレイを 2 つ

後方の壁へしゅりけんのように投げつけた。世話人は「ああ、納豆食べたかったんだぁ。」と優

しく語りかける。 

 

 話によると、日本の精神病院の長期入院者の3 割は知的障害者なのだそうだ。家でも暮らせ

ない、施設からも追い出される。行き場の無い人の行く先は精神病院という。Ａ君はおそらく受

け入れ施設はない という。 

 

 浜松一行とようやく連絡がつき、彼は薄情な仲間たちと再会をした。しかし、忘れ物のバック

は彼に貴重な体験と現実を垣間見させてくれた。余談ではあるが、彼のバックは住人たちの私

物にまぎれ押入れにあったらしい。誰かがそこに置いたのか、バックがひとりでに移動したの

か、忘れられたのは彼だったのか？謎は残されたままだ。 

 

 一行はグッドライフのＩＬ体験室（自立生活体験室）に向かった。 

 

 

〈ＩＬ体験室〉 

 

緑の多い郊外にグッドライフのＩＬ体験室はあった。ＣＩＬ（自立生活センター）は施設や親元か

ら自立したい人の支援を進めるため、エンパワメント（本人自身が強くなる）ことを基本としたＩＬ

Ｐ（自立生活プログラム）を提供している。特に施設や親元から自立生活を始める場合、地域

の中にある体験室の存在は大きいという。 

  

 築 35 年くらいの木造長屋ふうのいわゆる借家にウッドカーペットを敷いた１ＤＫ。浴室に水圧

式の電動リフターが据え付けられている。入り口は出入りの時のみ簡易スロープを設置する。 

 送迎を担当してくださった援助為のかたが「体験室はボロボロのほうが成功する、というジン

クスがあるんです。体験をしたあとにアパート探しをするとどこでも良く見えて自立につながる

みたいです。」と教えてくれた。 

 

 

〈グループホーム②〉 

 

最後は女子寮に向かった。小ぎれいなマンションふうのアパートの１０２号と１０３号。そこがグ
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ループホームだった。 

 

定員は制度上４名だが、入居者は２人。それぞれ一部屋でアパート暮らしという感じだった。女

子寮なので、ある部屋は男子禁制（？） 男たちは外で待つことにした。 

ＷＢＳの名刺をもつ女子寮の若い世話人も、グループホームは親から引き離すためのツール

だという。 

「だって、見ず知らずの人と急に住みなさいって変よ。友達同士で一緒に暮らすなら別だけど。

でも、親の間には一人暮らしはさせたくないけど、グループホームなら安心っていう変なムード

があるんだよね。」 

 

〈帰路〉 

 

女子寮を最後に我々一行は浜松に帰る。ＷＢＳ代表の小田島氏は「まあ、こんな感じですけど、

またいつでも来てください。」と多忙の中最後まで案内をしてくださった。 

「やろうとおもえば何でもすぐ出来ちゃう。ようはやるかどうか決めるだけ。」 

 

グッドライフ東京、ピープルファースト東久留米、皆やりがいのある目をしていた。そして一日通

して感じたことはそれぞれの位置間だった。人へ信頼。自分のことは自分で決める、その人の

ことは最後はその人が決める。誰一人お母さん役の支援者は存在していない。そのことがこの

場を輝かせ、魅力的にしていくのだと感じた。 

「介護者は何も考えないのではない。介護者も考える。そして当事者が考えるところは何か？ 

何をいっしょに考えるのか？ ということを“考えながらやっていく”こと」 

 様々なことを考えることのできる一日に連れていっていただきありがとうございました。 

 

 

右）グットライフ事務所にて  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左）仕事やっているポーズ 

（写真左 PF 東久留米にて） 
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＜盲腸ポート体験レポート＞ 

 

小田木一真 

 

頸損だけではなく、全身性の障害者にとって、排便コントロールは、やっかいな問題です。 

さまざまな排便コントロールが、実施されていますが、今回自分自身が、トライしてみた盲腸ポ

ートという方法をご紹介したいと、思います。 

盲腸ポートは障害者のＱＯＬ（生活の質）を高めるため、アメリカでは、おもに頸損などの脊

髄損傷者など６０００名に実施されているそうです。日本では、まだ１００例にも満たないようで

すが２，３年ほど前から実施され、その手術を受ける方も徐々に増えているようです。 

特徴としては、浣腸液を腹部に取り付

けた盲腸ポートから、注入することにより、

便意を促し、排便します。この結果、今

まで２時間程度かかっていた排便が１時

間以内で完了することが、可能になりま

した。あと、これまで下剤を服用していた

ため、排便開始まで失便する可能性が

あり不安な時間がありましたが、下剤が

不要になったため、この不安な時間がな

くなり、ＱＯＬが向上しました。 

 ７月現在、排便コントロールは順調で

す。盲腸ポートにしたことでＱＯＬも向上

し、やってよかったと思っています。ただ、

手術は保険外で６０万ほどの治療費がか

かること、実施している病院が全国で５カ所ほどしかないこと、まれにうまくいかないこともある

こと（自分がいた病院で３２人中１人いたようです）を考慮し、手術を考える前に、いろいろと調

べておくことが大事だと思います。 

 

 

以下は入院から退院までの経過です。 

 

２００５年１月～３月頃 

盲腸ポートの手術を検討。青梅総合病院の担当医師から電話での説明と、各種のアンケート

に答えて、事前の準備を済ませる。手術の日程が決まる。 

 

２００５年５月１８日(水) 

朝早く出発準備をして青梅総合病院に到着（１１：００ごろ） 

案内で部屋に到着、看護士にこれからの入院生活のこと、これから受けるオペのことなどの説

明を受ける。部屋はトイレ、シャワー、洗面台、ベッド（電動ギャッジアップ）が装備され、ホテル

のようにきれいだった。その後、レントゲン撮影、採血、心電図、肺機能などの検査を受ける。 
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５月１９（木） 

主治医の先生からいろいろな説明を受ける。翌日の手術に備え、腸内を空にするため、徹底

的に排便をする。ニフレックという下剤２ℓを２ｈほどかけ飲んだ後、ベッド上にて排便。かなり時

間がかかった。 

 

５月２０（金） 

手術当日、特殊なソックスをはく（血栓予防）。手術室に９：００頃はいって全身麻酔にて実施。

その日は麻酔のためか術後意識が戻ってもほとんど寝ていた。あと喉が気管挿入の管の影響

で少し痛んだ。 

 

５月２１（土） 

この日も一日中ベッド上、食事は流動食。腹部右下にホッチキスのような金具（開口部をふさ

ぐ）とガストロボタンがあった。夕刻おなかが異常に張り体温が３８．５度まで上昇したため医師

に診てもらう。ガスがこのまま出ないと鼻から管を入れ抜くという。しばらく様子をみたところ大

量の排便で事態は落ち着いた。 

 

５月２２（日） 

昨夜のことを考慮し摂食を調整するよう医師から指示される。５～６割程度の食事。 

 

５月２３（月） 

いよいよ初めて午後３時に盲腸ポート初トライが決まり使う器具を準備。 

６０ｃｃのグリセリンをガストロボタンをはずしポートから注入。後は管をはずしボタンをするだけ。

３０分後最初の排便のあと１ｈ以内でほぼ排便は終了。 

 

５／２４（火） 

１１：００高柳先生（盲腸ポートを日本に紹介した）とお会いし術後の経過についてレポートをどう

記述するのか説明を受ける。今後、ポートを希望する人々への貴重なデータ積み上げをして

いくようだ。 

 

５月２５日(水) 

２回目の排便、前回と同様６０ｃｃの液で８：３８に実施。ちなみに今日は失敗。浣腸液量等、自

分にあった調整が必要。 

 

５月２６日(木) 

抜釦（傷口をとめてある針を抜く）をした。 

 

５月２７日(金) 

朝８時半に退院。 

 

＊青梅市立総合病院のホームページ 

http://www.mghp.ome.tokyo.jp/index.htm 
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お役立ち情報 

                                  石塚智子 

ナイスパスはご存じですか？  

 

  ・カードをピッとあてるだけでバス・電車に乗車できる全く新しいシステムです。 

 

  
・一瞬で処理が完了するうえに整理券や切符が不要です。財布に入れたままで

も使えます。 

 

  ・紛失しても再発行ができるし、定期券やエコポイントなどの機能もあります！ 

 

 

定期券はすべてナイスパスになります!    ◆定期券の割引率はこんなにスゴイ！  

定期券の割引

率 

通勤定期 通学定期 

1 ヶ月定期 ３３．０％引 ４０．０％引 

3 ヶ月定期 ３６．４％引 ４３．０％引 

6 ヶ月定期 ３９．７％引 ４６．０％引 

※現金で毎日往復した場合と比較した場合  

 

バスに乗る時今までは整理券を取っていましたが、ナイスパスを機械に当てるだけで

いいのです。何とナイスパスを取り出さなくても手帳のままでも当てる事が出来ます。
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介助者と乗った時、降りる際ナイスパスを２回当てるだけでいいのです。 

ミキオの自立紀行 ・・ その 2 ・・ 

 

聞き手/永島ミキオ  受け手/石塚智子 

 

 

永島（以下 永）「いきなりですけ ど石塚さん、犬が大の苦手ですけ ど、小さい

頃にその原因になるような事があったりしたんです か？」 

石塚（以下 石）「これは聞いた話だけど、苦手なものってちいさい時とかに何

かあってそれがいやな思い出になって苦手になる物と生れた時から訳も無く

これだけは苦手って物があるんだって。私の場合は訳も無く犬だけはだめって

方だと思うよ。」 

永「ふーん。じゃあ犬以外の動物は大丈夫なんです か？」 

石「檻に入ってれば。」 

永「・・・・・」 

 

永「石塚さんは一人で 暮らし始めて何年ぐらいにになるんです か？」 

石「ケア付き住宅の時も含めて９年ぐらいになるかな・・・」 

永「ケア付き住宅ってどんな感じなんです か？」 

石「元々、十字の園という老人ホームがあってその職員宿舎を改造したものなん

だけど、五世帯あって２４時間介助者が一人他の部屋で 待機してます。用事が

あるとポケベルで 呼び出すという感じで 、あと入浴とか食事は決まった時間に

スタッフが来てするって感じだね。出かけるときはボランティアさんに頼んで

た。そこで ５年ぐらい生活したかな」 

永「そのケア付き住宅を出て今の丸塚の普通のアパートで 暮らそうと思ったきっ

かけってなんだったんです か？」 

石「ケア付き住宅と言っても身支度とかの介助に男性スタッフが来たり決められ

た時間があったり拘束される事もあって施設に入っているのと同じような不
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満があってやっぱり自分自身の人生だからもっと自由に生きたいと思ったの

が一番の理由かな。支援費制度が始まった事でそれ が可能になったって事は大

きいけど・・・」 

永「それでどんなこと が変わりました？」 

石「自由に時間が使えるようになって、自分のしたい時にしたい事が出来るって

ゆうのがすごく嬉しい。援助してもらいながらも全部自分で 責任を持って生活

するのは大変だけどそうやって生活することで 少し自分に自信が付いた気は

するね。」 

永「一人で 暮らしていて一番苦労することってなんです か？」 

石「お金！（笑）で もホントにいろいろ工夫して生活費切り詰めたり、遊び少し

我慢したりいろいろ大変なんだよ。あとは自分の生活に合わせて介助者の調整

するのもやっぱり大変だね。」 

永「なるほど。ありがとうございました。じゃあ最後に石塚さんの今後の展望と

いうか将来の夢みたいなものを聞かせてください。」 

石「えーなんだろー？ぴあねっとの理事長！（笑）」 

永「なんでです か？」 

石「みんなを引っ張っていくような人間になりたいかなーって・・・」 

永「さすがに一人で 生活して自信を付けた人は言う事が違いますね。今日はあり

がとうございました。またお話聞かせてください。」 

石「はい。またよろしく」 
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介助スタッフ募集!! 

ぴあねっと浜松では、身体・知的障害者の方達の在宅生活の支援をしています。 

障害者の自立に興味があって、熱意とやる気のある方を大募集しています。 

 

時給： １０００円以上（ヘルパー2 級以上は１２００円以上 Ｈ１７ 4 月 1 日現在） 

資格： ヘルパー各級、看護師、介護福祉士、ガイドヘルパー 

無資格者は応相談（資格取得制度有） 

勤務内容： 身体介護・家事援助・移動介護 

勤務地：浜松市・磐田市他勤務時間：２４時間 

詳細は下記まで連絡を                          担当 笠原 

 

お知らせ 

 

第２６回浜松市友愛広場 

    開催日 １７年１０月３０日（日） 

場 所  アクトシティイベントホール(屋上広場) 

      時 間  １０：００～１５：００    

 

浜松自立支援センター MAＰ 

 
交通手段：バス 

浜松駅バスターミナル 

６番のりば ⑥北寺島・大塚→【向宿町】下車 

７番のりば ①遠州浜→【領家西】下車 
 
 

「浜松自立支援センター」   

  〒430-0852 浜松市領家 1 丁目 7 番 30 号 ｢ヤサカ｣内 

電話：050-3422-4704 
FAX：053-467-0444 

e-mail：ｃｉｌ@peerhama.com 
URL：http://cil.peerhama.com/index.htm 


