新通信

準備号

ｐ２「編集長あいさつ・タイトル募集」
ｐ３「ピア･カウンセリングとは･･･」
ｐ４「ピープルファースト日記」
ｐ10「エイブルアート・オンステージ イン はままつ」の報告
ｐ12「ガイドラインについて」 ｐ13「防災対策」 ｐ14「グランドデザインについて」
ｐ15「浜松地域での支援費の状況について」 ｐ16「ミキオの自立生活訪問記」
ｐ19「生活お役立ち情報＆映画デー」 ｐ20「介助スタッフ募集＆研修お知らせ」

編集長あいさつ
石塚 智子
このたび、新たな通信が出来ました。今回は準備号として発行させて頂きます。
今までとは違う通信で、これまでにあった活動報告などを載せ、内容もアップに
なりました。支援費制度がスタートして２年になり、地域の中で生活をする人が
増えつつあります。この制度に落ち着いたと思ったら、また違う制度が始まろう
としているこのごろです。どんな制度になるのか当事者は不安を抱えています。
使いやすい制度になってほしいですが、今まで以上に使いにくくなりそうです。
いい制度にするには、私たちが力を入れて頑張って行かないといけません。制度
の事もそうですが、通信として今後精一杯やって行きますので、よろしくお願い
します。

通信名 大募集～!!
今までじりつ通信・ぴあねっと通信として皆さんに親しまれてきた通信を、より多く
の人に見てもらうために、次回よりリニューアルして皆さんにお届けします。今まであり
がとうございました！！
今回は準備号として発行しました。リニューアルにあたって、親しみのある通信名を
募集します。たくさんのご応募をお待ちしています。
あなたが寝る間も惜しんで考えてくれた通信名が、厳選の結果、採用となりました
あかつきには、ななな、なんと！記念品（非売品）をプレゼント。
詳細は下記の通りです。
募集期間：
応募方法：

４月末日まで
TEL ０５３－４６２－２７００
FAX ０５３－４６７－０４４４
URL tomopyon@peerhama.com
担当 石塚まで

採用発表：

次回通信発行時
2

ピア・カウンセリングとは･･･
石塚 智子
ピア・カウンセリングは１９７０年代初め、アメリカで始まった自立生活運動の中でスタートし
ました。
自立生活運動は、障害を持つ当事者自身が自己決定権や自己選択権を育てあい、支
えあって、隔離されることなく、平等に社会参加していくことを目指しています。
ピア・カウンセリングは、その中でお互いに平等な立場で話を聞き合い、きめ細かなサポート
を行います。そして地域の中での自立生活を実現する手助けをします。
ピア・カウンセリングでは、当事者のことをもっともよく理解しているのは、その人自身であるとい
う人間信頼、自己信頼にのっとった立場に立ちます。その上で平等に、対等に力と時間を使
っていきます。つまりピア・カウンセラーも、カウンセラー役だけでなく、他のピア・カウンセラーに、
自分の気持ちや話を聞いてもらえる時間を作り出すことが必要です。
自立生活を始めてから、ピア・カウンセリングを知り、最初は心に傷を無くしたり、自分の意
志などが言えるようになりたいと思い、受講をして最初はやはり自分の思いなど心の底から言う
事が出来ませんでしたが、何度か受講しているうちに言えるようになりました。ピア・カンは秘密
を守るので、外に漏らさないと思うと、日頃思っている事を言えてしまいます。
ピア・カウンセリングは公開講座、集中、長期講
座があり、公開講座はピア・カウンセリングの基礎を
学び、健常者にもピア・カンって言うのを知ってもらえ
るように受講出来、集中、長期講座は当事者のみ
の受講になります。ピア・カンは当事者にとって必要
です。特に自立生活をしていると。
私は地域で暮らすようになってから定期的に講座
に受講して、昨年は長期講座を受け、養成講座ま
でたどりつきました。
養成講座を受ければ一通りのピア・カウンセリング
講座を終え、ピア・カウンセラーとして認められます。
講座はともかくとして、まず当事者の相談から始めよ
うと思っています。
ピア・カウンセリングを自分のものにしていきたいで
す。
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すだち君

ピープルファースト日記

ｉｎ 徳島

２００４．１１．５（金）～７（日）

・・・・・ピープルファーストとは・・・・・
「ピープルファースト」は、スウェーデンにはじまり、１９７３年アメリカのオレゴン
州で開催された会議で、ハンディのある当事者が「知恵おくれ」や「障害者」ではなく、
「私たちは まず 人間として
人間として 扱われたい（ピープルファースト）
ピープルファースト）」と発言したことが
きっかけとなり、１９９１年に世界ではじめて「カナダ・ピープル・ファースト」がで
きました。アメリカにも組織ができ、その考え方や実践が日本各地でも当事者の運動と
して広がっています。この運動は、地域で暮らし生きる当事者自身
当事者自身の
当事者自身の手による「
による「セルフ
アドボカシー」
当事者自身が
アドボカシー」であり、自己決定のもとにハンディのある当事者自身
当事者自身が自分の
自分の「権利」
権利」
を主張し
主張し、守っていくことです。
っていく
そして、仲間
仲間たちのみんなで
仲間たちのみんなで力
たちのみんなで力を合わせて、
わせて、差別と
差別と闘い、より自由
より自由で
自由で、幸せな「
せな「いき
いき・
いき・のびのび・
のびのび・ゆうゆう」
ゆうゆう」とした生活
とした生活を
生活を作っていくことです。
っていく

・・・・・ピープルファースト徳島大会・・・・・
今回私たちが行ってきたのは、「第１１回ピープルファースト大会ｉｎ徳島」です。

１日目は全体大会として、当事者の方と厚生労働省（以下 厚労省）の方との
話し合いが行われました。当事者の代表者の方々が厚労省の職員と論戦をかわし、
厚労省の職員が圧倒されるほどの声が壇上・会場からも飛び交い、問題の大きさ
にあらためて気付くものでした。
その夜の交流会（徳島市内のホテル）では、１００人をゆうに越える参加者がそれぞ
れ交流を深めたり、徳島名物の阿波踊りを踊ったりと、熱気あふれる交流会でした。
２日目は分科会です。
「お金のこと」
「恋愛について」
「入所施設をなくそう」など１３
の分科会において当事者主催の分科会が行われました。それぞれの体験談・考えを聞き、
質問をし、議論しあい、有意義な時間でした。
この報告を通してピープルファーストの面白さを伝えたいのですが、
「百聞は一見に如
かず」というもので伝わらない部分は多分にあります。興味をもたれた方は是非参加し
て頂きたいです。今年は新潟での開催です。私たちも徳島で出会った仲間達に会いに絶
対参加します！！

ピープルファーストＵＲＬ

http://pf-japan.jp
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行程） 参加者：小田木一真・竹内妙・里実・飯田康司・山元美和・高田陽介
１日目
ぴあねっと浜松出発 －→

名古屋空港 ―→

徳島 ―→ ホテル

２日目
・開会式
・全体会

（妙さん静岡県代表として入場行進！！）
意見交換 「当事者と厚生労働省との話し合い」
・介護保険と障害福祉施策の統合問題について
・地域生活と入所施設の問題について
・いろいろな事件について
・ピープルファーストジャパンの結成
・交流会（立食パーティー・阿波踊り）
・ホテルにて分科会

３日目
・分科会
① お金のこと

②介護保険のこと

④元気の出るはなし
⑥グループホーム

⑤１人暮らしと介護について
⑦ピアカウンセリング

⑨ことばとコミュニケーション
フアドボカシー

③入所施設をなくそう
⑧友達と趣味

⑩恋愛について

⑪子育てについて⑫セル

⑬事件のこと

・閉会式

市内観光
昼食（ピープルファースト静岡の方たちと合流。大所帯で定食屋へ）
眉山（ロープウェイ。徳島一望）
阿波踊り会館（プロの人たちと一緒に踊ってきました）
徳島空港 ―→ 名古屋空港

―→

浜松 （解散）
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竹内妙さん
お友達になった川上君。照れながらとてもうれしそうに書いてくれました。

「はじめての飛行機とても怖かったよー！！」と何度もヘルパーに話してくれました。
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「竹内妙さんのお友達をさがしに行きました」
ヘルパー 山元美和
竹内妙さんの友達探し、２泊３日のピープルファースト大会初参加の妙さんにとって
初めての事ばかりの友達探し、お泊りも、とても怖かった飛行機も初体験でした。支援
者５人と一緒ということもあり、少しの不安で？乗りこえる事が出来たようでした
が・・・・・・・。
なんと大会初参加にして静岡県代表としてプラカードを持ち、全国のメンバーと行進。
不安いっぱいで戸惑い、今にも泣きそうな妙さんに全国のメンバーから「がんばって」
「大丈夫だよ」の励ましの声に支えられ舞台へ。
「静岡県代表」の声で一歩前へ。プラカ
ードをあげる妙さんの姿に浜松からの参加者は涙、涙、涙（仲間たちみんなで力を合わ
せれば何でもできる。ピープルファーストの理念だ）。
竹内妙さんにとって初めてのことばかりの３日間でしたが、これからも色々な事にチ
ャレンジしてもらい、仲間をたくさん作って頂きたいと思います。

「ピ～プルファ～スト、ピ～プルファ～♪♪」
ヘルパー 髙田 陽介
今回初めての参加で、ある程度の想像を膨らませていったのですが、想像以上の会場
の熱気、熱き人の多さ、当事者主催という今までに経験のない事ばかりで、驚きの連続
でした。
当事者の代表の人達が厚生労働省の職員を相手にそれぞれが訴えたい事を涙ながらに
発言している光景には心を動かされるものがありました。
交流会でのみんなで踊った阿波踊りや分科会などを通して多くの人たちと知り合い、
友達もでき、多くのものを頂きました。一緒に行った竹内妙さんの輝きに満ちた表情に
ピープルファーストの魅力が詰まっているように思います。来年は新潟です。絶対に参
加します！！
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「お土産はすだち」
ヘルパー 飯田康司

こんなにあたたかで、人間的な気持ちに包まれたのは生まれて初めてでした。
運営から企画、進行は、知的障害をもつの方々でおこなわれ、北は北海道、南は九州
までの大会参加の障害者が会場に集い、壇上の司会者がしゃべるたびに、
「いいぞー。」とか「がんばれー。」とか「ウォー」とか「よっ」とかの合いの手が入
り、１５００人くらいの会場が拍手に包まれます。
ここで、拍手をしなくてはとか、静粛にしなくてはいけないとかいうことは一切なく、
誰もが個有の感情、感覚を認め合い、表現したい人は声を出し、たちあがる。それを認
める、そんな、お互いの共通の安心感が流れているのです！
開会式では各都道府県の代表が、プラカードを掲げ、入場行進が行われました。
司会者の女性が、ピープルファーストジャパンのテーマソングにあわせ各県の名前と、
参加人数を発表していきます。
しかし、トラブル発生！
ある県の代表が、本番直前にトイレに行きたくなり、予定の順番までにもどれない、
しかし行進はスタートしています。プロジェクターから映し出されるテロップは急な、
変更に対応できず、司会者は混乱。司会者の涙で舞台の上で、大きな間ができてしまい
ました。
あれだけの大舞台、なんども打ち合わせや練習をされてきたのでしょう、いったんマ
イクのスイッチが切られ、涙があふれ、次の紹介に入れません。
会場からは応援の拍手、がんばれの声。
そのとき、隣の男性司会者、今大会の実行委員長が、彼女の顔をじっと見つめ、
「いいよ、大丈夫だから。いつもの調子でやろう、いつものようにやろう。」
その声に彼女は大きくうなづき、そのひとは彼女の肩をたたき、
「いけるね、」
うなづき、彼女はひとつ、自分の為にガッツポーズ。
「よしっ。」と委員長。
「よしっ。」と副委員長。
大会は熱気と笑いに包まれながら一歩一歩進められていきました。
「あたらしいせいどのはなし」や施設でひどいことをされたはなし、分科会では「恋愛
について」これは結婚が主なテーマになりました。
（当然その進行、司会、アドバイザー、参加質問者はすべて当事者です）
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帰りに、すこし足を伸ばして、九州の授産所と作業所を訪問させていただきました。
ひとつは楽団で、年間６０講演をおこなうオーケストラ＋アトリエ。
ひとつは工房まるというアートスタジオ。
楽団は曲の練習が楽譜どおりの訓練みたいで、あまり面白くなく、アトリエは仕事と
しての高い意識があり、強い作品でしたが、職員のことを「先生」と呼んでいて「ここ
は学校なのか？」とびっくりしました。
工房まるは、
「コミュニケーションツールとしてのアート、いろいろあって まる」を
テーマに活動しており、古家を改築したと言う自然素材にこだわった、開放的で暖かな
空間のなかで、いろんな人が出入りして、本当に笑いが絶えない。絵を描いている人も、
お茶を飲みながらしゃべっている人も、その日の雰囲気で、その日することを決める。
うかがった日は、笛の話から、落ちていた竹でディジュリドゥをつくって吹いたり、
写真を撮ったり。
まえには、電波に乗らないラジオ生番組を工房内で企画し、ローカルＦＭ放送のＤＪ
も招いて、お客さんを呼んだり・・（聞かしてもらったのですが、これがまた笑える）
とにかく毎日笑いっぱなし。ぎりぎりのところですが、職員がなにより楽しそう。
「そ
うなんです、まるはいつもぎりぎりなんです」って言ってました。
ほんと、たのしいんです。でもすこし、作品は弱い。
そんな徳島から始まった「南日本の旅」のなかで、一番感動したのはピープルファー
ストでした。
なぜだろう、帰りの夜行バスの中で考えて、・・・結局たどり着いたところは、『はま
まつ』でした。

ＪＯＹ倶楽部
〒816-0054 福岡市博多区東月隈３丁目 27-1
ＴＥＬ：092（504）9371 FAX：092（504）9372
MAIL：plaza@joy-club.jp
福祉作業所 工房まる
〒815-0041 福岡市南区野間 3 丁目 19-26
TEL：092（562）8684 FAX：092（562）8688
MAIL：info@maru-web.jp
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障害のある人とともに創る舞台

「エイブルアート・オンステージ イン はままつ」の報告
ヘルパー・TOMO★PROJECT 主宰 松尾交子
私が「エイブル・アート」に出会ったのは 1998 年 12 月 18 日、静岡県立美術館講堂で開催された、「トヨ
タ・エイブルアート・フォーラム」からである。そこに展示されていた作品群に圧倒され、翌年の東京都美術館
で開催されたエイブル・アート’99「このアートで元気になる」にも足を運んだ。あまり美術展に出向かないの
だが、作品の力と創作意欲を触発される作品群にすっかり私は魅了されてしまった。
ちなみに「エイブル・アート」とは、 障害のある人たちのアートを＜可能性の芸術＞としてとらえ、 生命力
を失いつつある現代社会に生きる人たちが、アートを通して人間性を恢復（かいふく）させ、さらに芸術と社
会の新しいコミュニティーを築いていく市民芸術運動。私は、この「エイブル・アート」のような舞台がいつか出
来ないものかと、ずっと温めていた。
2001 年に知的障害児者クリエイティブサポートレッツさんが、「トヨタ・エイブルアート・フォーラム」を開催する
と聞き、何か手伝えることはないかと思っていたが、そういう時に限って他の演劇創作の需要が増え、なかな
か関わることが出来なかった。
2004 年、レッツバリアフリーコンサート vol２が終了し、結局、何も関わることができず寂しくエイブル・アート・
ジャパンのホームページを覗いていたら、アートスペース全国データベースに“アトリエらくだ”を見つけ、早速、
連絡をとってみた。
今までの経緯や、エイブル・アートに対する想いなどで盛り上がり、６月には一緒に「エイブルアート・ムーブ
メント」（人間の可能性に挑戦する創造的活動をとおして、人間性を恢復する芸術運動＝自己実現＜
最善の自己になる＞、交流＜コミュニティ・共生＞、癒し＜生命の恢復＞）を提唱したエイブル・アート・ジ
ャパンの常務理事：播磨靖夫さんが理事長を務める（財）たんぽぽの家のアートセンターを訪問した。
そこでは個々の居場所と仕事があり、私も毎日通いたい！と思えるところで、指をくわえて見学。そこで
「今度、エイブル・アートのステージ企画が始まる」と聞き、すぐにエイブル・アート・ジャパンに問合せると、明
治安田生命保険相互会社とエイブル・アート・ジャパンが共同で立ち上げた、障害のある人とともに創る舞
台表現活動に対する支援プログラム「エイブルアート・オンステージ」の第 1 期パートナー募集をしているとい
うので、東京のエイブル・アート・ジャパンの事務局に出向き、感銘を受けて応募した。
そして全国より 36 グループ・個人からの応募の中から、私の主宰する「TOMO★PROJECT」が演劇・音
楽等の専門家を含む実行委員会で選考され、８つのグループの１つとして決定。念願の「エイブルアート・オ
ンステージ」の創作に取り組めることになった。
とはいえ、本格的に障害のある人と舞台創作をするのは初めて。今まで聴覚障害や左半身まひの人と
一緒に舞台を創ることはあったが、テキスト（台本）がすでに用意され、それに基づいて作品を創るという従
来の演劇創作のパターン。今回はどうしてもそうではない舞台の創り方を模索したい、そんな思いの中で公
募を始めた。
何処で公募をしたら良いのか分からず、とりあえず手当たり次第、施設や授産所、養護学校にチラシを
持って行った。カルチャーショックも多かった。関わらないと知らないことばかりだった。
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新聞にも掲載してもらい、なんとか参加者が集まり、オーディションを経て、11 月 15 日から稽古が始まっ
た。応募者の知人も加わり、８名の障害のある人と劇団員などサポーターも加わり、計 13 名が舞台に立つ
ために月・木曜日は、昼の部、夜の部に分け、１月から土曜日も加えて稽古をしている。出演者は週２～
３回、私は週５回の稽古の中で模索の日々だ。まずはどのくらい身体や声が動くのか、表現（自分の意思
でコントロール）できるのか、演劇人生 17 年の中で一番、新たな取り組みに挑戦しながら作品創りしてい
る。
とにかく本人が表現したい意思とものを尊重して、それをベースにステージの形へともっていけるような舞台
創りを目指して、演劇・ダンス・音楽のワークショップを続けてみた。なかなか人前で声を出す、身体を動か
す、表現するというのは難しい。まずは稽古場の雰囲気や、大声を出しても目茶苦茶やっても失敗しても
良いのだ！という空気を知ってもらいたくて、傍から見たらただ遊んでいるとしか思えないことでも、表現をする
面白さを体現してもらう挑戦である。その中から作品に結び付けられそうなものを見出していく。
そしていよいよ３月、構成台本も出来上がり、それぞれがやりたいことを表現できるようにオムニバス方式
だ。芝居あり、ダンスあり、パフォーマンスあり、アドリブありの奇想天外な舞台になりそう。
「エイブルアート・オンステージ イン はままつ ～虹のプロペラ～」、それぞれの個性が七色の虹のように
空を股に掛け、希望やトキメキを皆の力で廻し、観ている人たちと一緒に面白い旅を味わえたらと思ってい
る。観ている人の顔が綻び、元気と生きる力を触発される、それが初めて私が「エイブル・アート」に触れた時
の感動であった。
これを多くの人と分かち合いたい。この夢を遂げるために皆に助けられている。
「エイブルアート・オンステージ イン はままつ ～虹のプロペラ～」
日にち：2005 年３月２１日（月・振替休日）
時 間：午後３時開演（開場は 30 分前です）
会 場：クリエート浜松 １Ｆ ふれあい広場

そして、３月２１日の本番。立見席含め 250 名のお客さんに囲まれ無事終演することが出来た。波のよう
なお客さんを前に、緊張したのは初めのうち。温
かい観客の手拍子に励まされ、出演者たちはノ
リノリ！劇場まで辿りつけない老夫婦の前に展
開される様々な舞台。アドリブ場面の「でたらめ
授業」では、沸き立つ笑いに包まれ、その中でも
堂々と台詞を放ち、絵を描く姿は観客を唖然と
させた。スゴイ才能！お芝居もダンスも演じきり、
レビュー。そして老夫婦を登場人物たちが虹色の
布を持って囲むエンディング。アンケートの殆どが
「楽しかった」という感想。出演者もスタッフもひと
つのことをやり遂げた達成感と充実感と自信に満
ち溢れていた。
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ガイドラインについて
水島

秀俊

最初に１／２７に行われた「ガイドラインについて学ぼう」のセミナーについて書いてみます
ね。
ガイドラインについて詳しく書くには勉強不足なので、他の人に譲って譲って。セミナー前日
の”ＣＩＬ”は戦場のよう。準備不足で大わらわですね。
でも、パソコンでチラシ等を直す人、書類を袋に詰めていく人など、皆、自分に与えられた仕
事をテキパキとこなしていく。
「ＣＩＬ、結構やるじゃん」とエラそうに他人事のように傍観して
いた自分の出した指示は「原稿直しました（自分が直したわけではないが）。印刷のほうＯＫ牧場
よ」と、語尾を小さくして言ったくらいでした、情けない。でもしっかり当日には準備が調てい
る”ＣＩＬ”に逞しさを感じたのでした。当日、講師の人がちゃんと、やってくるのか、雪や架
線事故で新幹線が遅れないか、とっても心配で夜も眠れませんでした（これウソね）
。
講師の人とコンタクトを取っているのは自分だけだから責任重大。セミナーの成功か否か講師
の話にかかっている。立派な話しをして頂ければ、セミナーは８０％成功したようなもの。もし
×だったら・・・と心配も尽きなかったが、さすが福祉の先進地の西宮。メインストリーム協会
から送り込んできた講師は百戦錬磨のエキスパート。私の不安をあっという間に取り払ってくれ
たのでした。人は見かけで判断はできないＧＯＯＤなキャラでした。話しも分かり易かったので
は。今、ガイドラインについて取り組んでいるけど、最初はプール介助の件が始まりでした。城
（プール介助）を攻めるには、外堀（ガイドラインの件）を埋めてからということなのね。
城に直接、矢を放っても無理。じゃあ、どのくらい外堀が埋まったのかなあ。「これって全部
埋めるの？一部でいいの？」と、よく分かっていないハゼドンでした。市議のＭ氏とガイドライ
ンの話し合いの事。頭の切れる雄弁なＭ氏からはポンポンと素晴らしいご意見が機関銃のように
出てくるが、私は”ＣＩＬ”のブレインの方々に比べると、１０段階くらいレベルが低いので、
「えーと、じゃあいったい何をすればよいのかなあ」という言葉を喉元で飲み込んで、？？？が
頭を駆けめぐっていても、少しでも世の為、人の為に役立とうと気合いだけは入れ直して、
「プー
ル、プール・・・」と呟いている自分がいつも会議の場に居るのでした。ねえ、ほんとに
大丈夫？・・・た・ぶ・ん。
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防災対策
永島

巳樹夫

昨年は国内外で大きな災害が頻発し各地で深
刻な被害をもたらしました。私達の地域でも東
海沖地震は近い将来必ず起こると言われており
決して人事ではありません。ぴあねっとでも災
害時にどのような対応をするべきか考えておく
必要があるだろうという事で、具体的な対策を
たてる為まず「静岡災害ボランティアの会」の
徳増猛さんを講師に向かえ、勉強会を開く事に
しました。
当初は１１月の初めに行われる予定だったのですが、直前にあの新潟地震が起
こり徳増さんから、新潟へ救援活動に向かわせて欲しいとの連絡がありもちろん
行ってもらいました。その為、勉強会は１ヶ月近く延期することになりましたが、
新潟での実際の状況の話なども聞くことが出来、大変ためになる勉強会となりま
した。
災害時、現地はどんな状況に陥ってしまうのか、災害弱者（障害者やお年寄り
等）は実際にどんなことで困るのか？その為どんな対策が有効か等の話が中心と
なりました。具体的な対策については今後、（なるべく早い段階で）皆さんの協
力を得ながら作っていこうと考えていますが、徳増さんは何よりも自分で出来る
一番の防災対策は自分自身がココに住んでいると言う事を地域の人に知ってお
いてもらう事だと言っていました。地域で行われる自主防災の訓練などに積極的
に参加するとか、日頃から近隣の住民の方々に挨拶する等自分の存在を知っても
らうようにしておく事が結局は、一番の防災対
策になるのだと言う事でした。
正直、簡単な様でなかなか簡単な事じゃない
様な気もしますが、自分で出来ることを少しで
もやっていくことが、最終的には、自分の身を
守る助けにつながるのだろうと思います。
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ぐ ら ん ど で ざ い ん がくしゅうかい

グランドデザイン学習会
しょうがいしゃ じ り つ し え ん ほ う

しょうがいしゃ

しゅさい

はままつ じ り つ し え ん せ ん た ー

主催 浜松自立支援センター
く

「 障 害 者 自立支援法」で 障 害 者 の暮らしはどうなるのか！
はどうなるのか！

さくねん

こうし

つかだ

よしあき

講師

塚田

芳 昭 さん

がつ

こうせいろうどうしょう

ひ ゅ ー ま ん け あ きょうかい

〈ヒューマンケア 協 会 〉

しょうがい ふ く し し さ く

そうごうてき

かいかくあん

はっぴょう

昨年１０月に厚生 労 働 省 が 障 害 福祉施策の総合的な改革案として 発 表 した

かいかく
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う
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か

しょうがいしゃ じ り つ し え ん ほ う
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「改革のグランドデザイン案」を受け、２月１０日「障 害 者 自立支援法」が国会
じょうてい

こうせいろうどうしょう

しょうがいしゃ

ち い き せいかつ

し え ん ひ

り よ う よくせい

じりつしえん

すいしん

に 上 程 されました。厚生 労 働 省 は障 害 者 の地域生活と、自立支援の推進を
かか

ないよう

ちゅうしん

もくてき

掲げていますが、その内容の 中 心 は支援費の利用抑制を目的としたものである
あき
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ち い き せいかつ

こんなん

ことは明らかでこのままでは、障 害 者 の地域生活はより困難なものとなってし
わたし
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えいきょう

およ

しょうがいしゃ じ り つ し え ん ほ う

まいます。私たちの生活に大きな 影 響 を及ぼす「障 害 者 自立支援法」とは、ど
しょうがいしゃ

ち い き せいかつ

まも

いま

わたし

で き

こと

なに

んなものなのか？障 害 者 の地域生活を守るために今、私 た ち に出来る事は何
いっしょ

かんが

か？一緒に考えていきましょう。
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じ

へいせい

ねん

がつ

にち
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日 時 ： 平成１７年
１７年４月２３日
２３日 （土）
かいじょう

１３：
１３：３０～
３０～１６：
１６：３０ （１３：
１３：００ 開 場 ）
かい

会

じょう

場
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： 浜松市福祉 交 流 センター ４３会議室
４３会議室
は ま ま つ し な る こ ちょう

ば ん ち

〒４３２－
４３２－８０３５ 浜松市成子 町 １４０番地
１４０番地の８
TEL（
TEL（０５３）
０５３）４５２－
４５２－３１３１
てい

いん

めい て い ど

定 員 ： ６０名
６０名程度
さ ん か ひ

むりょう
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はままつ じ り つ し え ん せ

参加費 ： 無料
ん

た

ー

問合せ
問合せ ： 浜松自立支援センター
でんわ

電話 (050) 34223422-4704
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おかもと

岡本
ＦＡＸ (053) 467467-0444

浜松地域での支援費の状況について

小田木一真
３／１２（土）ある市議から支援費の利用に関する質問があった。
「浜松では何故支援費の利用が進まないのか？」（平成１５年度ホームヘルプ支
援費は４８の政令・中核都市中最下位）に対する行政側の回答は「施設利用が多
く措置制度からホームヘルプの利用が少ない」だった。
確かに浜松地域は措置時代から静岡市等に比べるとホームヘルプの利用が少
なかった。しかしこれは措置の時代にも静岡市などで当事者が声をあげ行政に働
きかけてつくりあげてきた自分達のニーズを少しでも叶える社会制度を当事
者・行政が育ててきたのに対し浜松地域は選択肢のほとんどない状態での施設中
心の措置制度に依存してきたためといえないだろうか？
浜松自立支援センターが２月に実施したアンケートからは浜松地域における
支援費がまだまだ当事者（家族を含めた）のニーズを十分反映していないことを
知ることが出来る。またその傾向が障害種別で見た場合、身体と知的・児童を比
較するとより知的・児童に使いにくいものになっていることが分かる。これは本
人支援の目的および社会参加・余暇活動での利用が出来ないという制度面で制限
がされてきたこととヘルパー派遣事業所の量と質が充分でないことが原因であ
る。
同じ日の市議会の答弁では行政側も支
援費は本人支援のものであることを認め
ている。また、昨今の当事者の声がとどい
たことでこれまでの支援費の利用基準が
撤廃されたり、支新しく作られようとした
ガイドラインも一般公開前に当事者の意
見が聴取できたことで内容をよいものに
することができた。今後このガイドライン
についても当事者と行政・関係機関が一緒
になって検証して地域で暮らす障害者の
生活をいかに守っていくかを話し合って
いくことことが大切だ。
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ミキオの
ミキオの自立生活訪問記
塩原啓氏インタビュー

平成１７年３月１８日

聞き手 永島巳樹夫
永）

塩原さんは引越ししてどのくらいになりますか？

塩）

引越ししてもう１ヶ月かな。

永）

新生活はどんな感じですか？

塩）

やっと慣れてきたかなぁ。
最初の２週間は寝られなかった。
睡眠がうまく取れなかった。

永）

あぁ。塩原さんが引越ししようと思ったきっかけはなんですか？

塩）

え～～ここはちょっと長くなっちゃうんだけど、親が３年間ホームヘルプを使ってたの。
親もぴあねっと浜松を使ってたの。まあいろいろあったの。どこも引き受けてくれる所が
なくて、親と一緒に生活をしてたの。

永）

今回引越しをしようとしたのは・・・・

塩）

両親とも看取って、もう自分の人生しかないもんで、兄弟との同居は無理で、兄弟の家に
行っても兄弟が看るのではなくて、兄弟の嫁さんが看るわけよ。自分としては非常につら
いわけよ。他人には言えないつらいこと事が沢山あるもんだから、とりあえず、ＣＩＬの
人たちに手伝ってもらって、家の承認なんかもやってもらって、兄弟とは縁を切って引越
しをしたの。
そういうわけだから。

永）

はい。では引越しで苦労したことはなんですか？

塩）

荷物の整理が１番苦労した。

永）

荷物の整理・・

塩）

荷物の整理をヘルパーさんとかにやってもらった。ヘルパーさんも自分の希望にこたえて
よくやってくれた。
家事のほうの時間数を、事務局長に手伝ってもらって増やして、なんとか片付けができた
の。それでもまだ完全に終わってないよ。大変なんだけど、徐々に徐々にやっていかないと
ね。

永）

行政との交渉でも苦労が・・・

塩）

そう。なかなか必要な支給量がでないんだもん。市役所の課長とかにも面と向かって話し
たんだけど、そこまで持って行くのに非常に大変だったの。
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あと、言葉の説得の仕方。僕がまたやるとしたら、絶対に材料を持っていかないといか
ん。トラブルではないけど、交渉は当事者主体で行かないといけない。普通の人（健常者）
がいっても何の説得にもならない。
永）

本人が行かないといけない。

塩）

そう。本人が行かなきゃだめ。
それに大変苦労した。交渉の大変さを改めて感じて、小田木さん(事務局長)からも学ん
でいる。

永）

引越しを依頼する業者での苦労はありましたか？

塩）

苦労したよ。制度の事も話をしないといけないから。見積もりを３箇所頼んだんだけど、
制度の事を話をして、補助金の事も話をして、
「お金を払えるの？」とか言われて、つらい
ときもあったの。

永）

はい。いろいろ苦労されて、引越しまでこぎつけて、引越し当日はどんな感じでしたか？

塩）

引越し当日は学生とかにも声を掛けて手伝ってもらった。

永）

どうやって声をかけたんですか？

塩）

これは財産なんだけど、私は人との付き合いが多いから、そういう人たちに声を掛けた。

永）

塩原さんのネットワークでボランティアを探した。

塩）

そう。学生に声を掛けて、「何人でもいいから集めて」ってお願いした。

永）

引越ししてどうですか？

塩）

新居に引っ越してきて、こっちの人が障害者を見なれてないって人が多いから、難しいこ
とも結構ある。

永）

地域の人が？

塩） そう。地域の人。地域に馴染むのは大変だよね。まあ、まだ１ヶ月ぐらいなんだけど・・・
永）

これから積極的に交流を。

塩）

だな。あとＣＩＬの事務所にも近くなったから、仕事で呼ばれることも多くなるのではな
いかと思っているのだが。まあ、がんばってやるしかないかなと。

永）

では、これから１人暮らしをしようと思っている方の為に、塩原さんのほうから「１人暮
らしとは何か？」というもの教えてください。

塩）

僕がいつも思っていることは、みんなが勘違いしているんだよ結局。１人暮らしっていう
のは、障害者が勘違いするのは、自立支援センターがあるところに相談に行けば、次の日
から出来ると思っているわけ。そうじゃなくて、１人暮らしをしようと考えたときから自
立は始まってるの。みんな横柄に考えていて、即自立できると考えてるの。すぐに家に住
めて、すぐに自由にお金が使えてとか。
みんな勘違いしていることが多くて、ある程度段階があるもんだから、そんな簡単には
自立生活はできないけど、思ったときから自立なの。

永）

思ったときから？
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塩）

何かをやろうと思ったときから自立なの。わかるかな？
わかってもらえると嬉しいんだけど・・・。
何かをしようと思ったときから自立生活の第１歩なの。
僕もこんなに自分が積極的に動くなんて思ってもいなかったし、福祉の仕事に携わるな
んて思ってもみなかった。
もう１つだけ、大事なことは、１５歳から２５歳までが大事な勉強のときなの。いろい
ろ覚えるときなの。外の世界に飛び込んで、ＡＴＭでも自分でやって、他人に声を掛けて、
そういうことが１番大事だと思う。みんな大事なところを通り過ぎないもんで、結局声が
出なくなるんだ。自分でやらないもんで。僕も最初はバスに１人で乗るのが怖かったよ。
僕もここ５年で鍛えられたよ。私自身はこういうことが大事だと思ってる。

永）

では、経験者の塩原さんがこれから１人暮らしをしていく人の助けになるのですね。

塩）

まあ、たいしたことは出来ないけど、やりたいとは思ってる。
自分のペースでやるよ。

永）

塩原さんの夢とかを・・・

塩）

何？

永）

今後の展望を。

塩）

事業所が安定してくれることを望むだけ。安定することによって、利用者が楽しんで生活
が出来る。あと、ヘルパーさんの大事だから、ヘルパーさんにも安定した生活をしてもら
いたい。
あまっちょろいなって思われるかもしれないけど、聞く耳も持たないといけないと思う。
みんなの意見を・・・そんなこと出来るわけないけど、僕は出来るだけみんなの意見を聞
きたい。そうしていきたいと思う。

永）

なるほど。僕が１人暮らしをするときには、塩原さんに相談します。

塩）

いつでもどうぞ。

永）

助けてくれる。

塩）

事務所から近いんだからいつでも遊びにこれる。

永）

遊びにいきますよ。

塩）

気持ちがあれば来れる。自力で来なきゃだめだよ。

永）

自力でいきます！！泊まる準備して。

塩）

（笑）ふとんもあるよ。

永）

ありがとうございます。
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■■

生活お役立ち情報

トータルケアタクシー

■■
石塚 智子

トータルケアタクシーは、ＮＰＯ法人で実施している。 きっかけとしてハンディー
のある方の移送ボランティアから介護タクシーと設立へと発展しました。
２００４年８月から開始し、ホームヘルパー２級の人が運行しています。
浜松発！ 軽自動車福祉タクシー
体の不自由な方、要介護者、障害者の方に朗報。一般タクシーより、１２％安くなりま
す。しかも 介護料は無料

トータルケアタクシー料金
トータルケアタクシー料金
１号車
車椅子スロープ車
ムーブ
定員２名 （前部席１名 車椅子１名）
初乗り １．５キロまで
５４０円！
加 算
３８３ｍごとに
８０円
お迎え料
１２０円
特料金
２分２０秒ごとに
８０円
障害者割引
１割
長時間割引あり
時間制料金
３０分ごとに ２，３４０円

「こんなタクシーあったのね」
「いいえ、始まったばかりなんです。どうぞよろしくお願いします。」
連絡先：０５３－４３７－１０７６

映画デー

天野亮子

昨年の１２月２４日に「映画デー」を企画して、
「ハウルの動く城」を見に行きました。
急な事だったので、参加者は「エイブルアート」で一緒にやっている私の友人である
Ｋ君親子（妹さんも）と私と（介助者で）松尾さん、そして急遽参加してくれた須部さ
んの６人でした。
今回は、ゆっくりと昼食をとり、ハウルの動く城を見たのですが、映画館のは入り口
が前のほうにあるのを知らずに真ん中の席をとった為、移り変わるのに苦労しましたが、
幸いな事に、車椅子２人に対して介助者が４人もいてくれたので、ちょっと大変でした
が、いすに移り変わり、見ることができました。
内容的には、（？）と思う所もあり、難しかったのですが、よかったです。それから、
お茶をして帰りました。
私は、今回のように少人数でもよいから、これからも企画していきたいと感じた一日
でした。
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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・浜北市・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

研修のお知らせ
グランドデザイン学習会開催案内（詳しくは、14 ページに）
日時：2005 年４月２３日（土） １３：３０～１６：３０
場所：社会福祉交流センター ４３会議室
講師：塚田 芳昭さま（ヒューマン協会）

ぴあねっと浜松 MAP
交通手段：
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

ＮＰＯ法人 ぴあねっと浜松
〒430-0852 浜松市領家 1 丁目 7 番 30 号 ｢ヤサカ｣内
電話：
FAX：
：053-467-0444
電話：053-462-2700
e-mail：
：peernet@peerhama.com
URL：
：http://peer-hama.hp.infoseek.co.jp
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