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 「生きる力」の支援を考える 
 

2019年 4月 1日（月）、ホテルレイクビュー水戸において、今年度の光風会の活動
方針・具体的活動について共有化を図るために、表 1に示すような日程でオールスタ
ッフミーティング（ASM）を開催しました。 
  

障害児・者を取り巻く日本社会の状況 

2019 年度の活動を展開する上で、障害児・者を取り巻く日本社会の状況をどのよ
うにスタッフ間で認識を共有できているかはとても大切なことです。２頁に、ASM
で示した社会状況に関する資料の概要を掲載しました。 
あらためて、日本社会の中で、「責任を問う」ことがいい加減に扱われ、蔑ろにな

っています。そして、障害者の地域生活支援に関わることで、「いま何を実現させな

ければならないのか」と、私たちの責任を自覚しなければなりません。 
2018 年 1 月、旧優生保護法による強制不妊手術を受けた宮城県内在住の 60 代の女性

が、損害賠償を求める訴えを仙台地方裁判所に提訴。葬られそうになった被害者の声に、

国がどう向き合うか注目した裁判でしたが、一時金給付という形でウヤムヤにしようとする姿

勢がハッキリしました。 

 そして、「新型出生前診断」については、臨床研究として実施して 5年が経過して、
今度は検査ができる医療機関を増やす方針が提示されました。 
そこに、中国のゲノム編集ベビーの誕生の発表が覆い被せてきました。表面的には

批判されたものの、ついに生命の設計図を意図的に操作した人類誕生の「パンドラの箱」

が開いてしまったと捉えるべきです。このままでいけば、「子ども遺伝疾患の予防」を目的に、

遺伝子改変した人間の誕生を許容する国が出てきて、 「デザイナーズベビー」を望む声も

限りなく現実化に向かっているのです。 

遺伝子を編集した人間と、しない人間との間に格差が生まれることはないのか。「病気や

障害を無くす」 ということを「善」とする私たちの内なる優生思想をくすぐるのです。ついに

は、公立福生病院の透析治療中止事件が明るみに出てきました。「生きるに値しない

生命」という選別は、「医療費が足りない」「社会保障費が掛りすぎる」から仕方が無

いといった考え方が蔓延し始めた結果とみています。 

極めつけは、「国・地方自治体 障害者雇用の水増し 7500人」というデータの改竄で

す。しかも、この数あわせの悪習は 1960年代から行われていたこと言うのですから、
開いた口が塞がりません。残念なことは、なぜこのようなことが起きてきたのかとい

うことに対する真相は曖昧にされたまま、3月の末に、障害者採用試験を国が実施し
たことで済ませようとしています。 
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2019年度 ASMの日程 

月日時：2019年 4月 1日(月) 10：00 ～ 17：00 

場 所：ホテルレイクビュー水戸 3F「雅」 

出席者：宇梶・川島・神長・河原井・栗原・栗林・斎藤・鷺野谷・菅原・杉山 

鈴木（和）・鈴木（宗）・諏佐・高島・高橋・高松・筒井・野中・檜山 

松田・松本            

 

【進行表】 全体進行：髙島 
時間 内容 担当者 

10：00 

～ 

11：00 

Ⅰ．2019年度法人理念 

2019年度の活動方針 

・2018年度総括 「取り組めた課題」「できなかった課題」 

・光風会が「取り組むべき課題」「やらない課題」 

髙島 

60分 

11：00 

～ 

12：30 

Ⅱ．学習課題 （ユーザー支援関係）  

・ヒアリングヴォイシズとは何か？ 

・光風会の新事業「HV inみと」の展開 

斎藤 

90分 

昼食休憩（12：30～13：30）  場所：ホテルレストラン 

13：30 

～ 

15：00 

Ⅲ．共有課題 （光風会事業関係） 

各事業に関する 2019年度活動方針 

・障害者福祉サービス等事業 

・地域活動支援センターⅠ型・Ⅱ型 

・子どもの問題研究所 

 理事他 

松本・鈴木 

菅原・川島 

高橋 

休憩（15分） 

15：15 

～ 

17：00 

Ⅳ．実践課題 

１．2019年度事業計画、組織図の説明 （定款・規程含む） 

斎藤 60分 

２．勤務体制確認 

３．職務分掌確認、辞令交付  高島 20分 

４．提出書類の確認、会計事務の説明 杉山 25分 

 17：30～ 懇親会 （北のしまだ：エクセル店）  
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注意すべき社会状況の課題 

 

① 2018年 1月 30日、15歳の時に旧優生保護法による強制不妊手術を受けた宮城県内在住の 

60代の女性が、国家賠償法 1条 1項に基づき、国に対して 1100万円の損害賠償を求める訴え

を仙台地方裁判所に提訴した。 

 

2019年 3月 14日救済法案が公表されたが、責任主体を「我々」とし国の責任を否定。NPO法

人日本障害者協議会（JD）旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の給

付等に関する法律案」に反対する緊急声明を発表。 

注）2018年 7月号「花信風」の「憲法集会に参加すること『強制不妊手術＝優生手術』被害者の

訴えに向き合うこと」を参照のこと。 

 

② 2013年、新型出生前診断（N I P T ）を、 35歳以上の妊婦らを対象に、日本医学会の認定

施設のみが実施できる臨床研究として開始。 

 

2017年 9月まで：5万 1139人が検査を受けた。陽性反応があり確定診断（羊水検査）で異常あ

りの 700人中、中絶した人は 654人（93％）。2019年 3月 2日、日本産婦人科学会は新型出生

前診断の検査ができる医療機関を増やすため、施設要件を大幅に緩和する新指針案を理事会

で決めた。日本小児学会、日本人類遺伝学会、ダウン症児の親の会反対声明を発表、署名活

動を開始。 

 

③ 2018年 11月 28日、第 2回「ヒト遺伝子編集国際サミット」において、中国の研究者が遺伝子を

手軽に改変できる「ゲノム編集」技術を受精卵に施し双子を誕生させたと発表。（注：米国、中国、

イギリスの科学者が主導した会議） 

 

日本哲学会理事会、日本倫理学会評議員会、日本宗教学会理事会「ゲノム編集による子ども

の誕生についての声明」を発表 

  

④ 公立福生病院の人工透析治療中止で指針逸脱 

 

2014 年頃以降、数人の患者に外科医が透析治療中止の選択肢を提示し、その全てについて

病院内の倫理委員会が開かれていなかったことが判明。透析患者＝終末期という認識を持ち、

「無益で偏った延命措置」という医師の認識の下、医療費の観点から、人工呼吸器、胃ろう、透

析などについて 「どういう状況下でも、命を永らえることが、倫理的に正しいのかを考えるきっか

けに」と述べた。日本透析学会など医学界のガイドラインは、「消極的安楽死」の推進の方向性

を示す。 

 

⑤ 国・地方自治体 障害者雇用の水増し 7,500人 

 

省庁 28機関で、手帳・診断書 9割が不所持、障害者雇用水増し 3700人 

都道府県：681.5人、市町村：769人、教育委員会：2359人 

多くが、雇用率達成のため、障害者の職員が退職した場合、新規採用せず、職員の中から新た

に算入できそうな人を選んでいた。不正は、1960年頃から行われていた。 
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2018年度、光風会が「取り組めた課題」と「できなかった課題」 

光風会は、開設当初より、障害児・者に対する「地域で生き、老い、死にゆく」援助・支援

にこだわってきました。多くの障害者が精神病院や巨大収容施設に隔離・収容されてきた悲

惨な歴史的事実を踏まえてのことです。 

 

◆ 「地域の中で生きる」支援としては、ショートステイ協働宿「空(COO)」利用を繰り返しなが

ら、ユーザー自身が共同・協働の生活（くらし）を実感した上で、グループホームへと移行し

てきました。このグループホーム「颯（SOO）」の動きが広がった 2018年度でした。 

水戸では、新たな入居者が入り、3人から 5人のグループになりました。今までは、ミーティ

ングや食事会などのグループ活動は、各の部屋で行ってきましたが、5 人の活動を支えるに

は、物理的に限界が出てきました。自分の生活を大切にしながら、同じ屋根の下で生活する

者同士の「共同・協働」の援助・支援を開始します。 

   

◆ 光風会に登録するユーザーも平均年齢が 50 才位になりました。理念として掲げた 「地

で生き、老い、死にゆく」援助・支援の中でも、「老い」「死にゆく」に関わる難しさを痛感しま

した。地域で生きる精神障害者の「老いの状態像」把握が遅れてしまったのです。 

理由の一つは、多くの精神障害者は、親の死を境に再発・再入院して病院の中で人生を

終えるという状況に置かれ、地域の中でどのように老いていくのか、私たち支援側がよく分か

っていないことです。 

もう一つは、支援者側の年の取り方や体力の低下などを基準に、ユーザーの「老い」を同

じだと思い込んできたことによります。 

「統合失調症という病がもたらす老いというものがあるのか」 「身体的病気

と精神病に対する本人の中での比重が関係しているのか」「社会性という緊

張感や気力の維持が気力の衰えに関係しているのか」等、ユーザーから教

えてもらいながら、私たちがすべきことを明確にする必要があります。 

  

◆ 2018 年度も、地域活動支援センターの効果的な情宣方法を見つけることができて
いません。あらためて、地域活動支援センターに結び難い人たちはどんな人なのでしょう。

「就労を優先する人」「SNS に自分の『居場所』を置く人」「生活（くらし）の豊かさの体験が乏

しい人」「対面での相談を求めない人」「精神障害の受容ができずに苦しんでいる人」等々、

いずれも孤立した状況に置かれていることが想像できます。 

この中で、「精神障害の受容ができず苦しんでいる人」には、光風会として働きかけていけ

るのではないかと。2019 年度の活動につなぎたいと考えます。そして、地域活動支援センタ

ーは働けない人が利用する事業所という捉え方を変えていく活動をつくり出したいと考えて

います。 
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2019年、「取り組むべき」課題 

障害者総合支援法施行以降、障害者の「生きる力」となる援助・支援が蔑ろにされている

問題は、何度も「花信風」に取り上げて、特に障害者の地域福祉の危機として警鐘を鳴らし

てきたことです。 

自立支援法以前の福祉的関わり方は、自力で動く、公共交通機関やタクシーを使う等の

援助・支援を大切にしていました。障害児・者を集めることが目的に変わった多くの事業所

が、自宅からの送迎を当たり前にしています。事業所の場所も、送迎を前提とすれば、周辺

が畑や田んぼであっても何の問題はありません。送迎によって、利用する障害者が、どのよ

うな力をつけるのか、どのような力を奪うのかといったことなどを考える基盤がそもそも無いよ

うに思えてなりません。福祉を食い物にすることが目的になるとはこういうことなのです。 

 

◆ 光風会は、あらためて障害者の「生きる力」とは何かを軸に、援助・支援を検討していきま
す。 

・「送迎によるユーザー集め」はやらない 

本人にとっても楽になる「送迎ありき」は、自宅と事業所との往復だけの生活になり、住ん

でいる地域がわからなくなります。地域の中で暮らしていると言っても形だけで、車でつなぐ

廊下を行き来する施設状態をつくり出し、「送迎」が地域の中での施設化を助長すると危惧

しています。まずは自分の足で動き、動けなくなった時に各ユーザーに即して援助を検討す

る。それまでは、「少し不便」でも意識的に公共交通機関を使う援助・支援が必要です。 

・福祉を活用しつつ、依存しない 

障害者確保のために、「やってあげる」という福祉事業所ばかりになっています。これから、

障害者自身が自分の生きる力を大切にするには、時間がかかっても、下手でも「自分でやる」

を奪われないようにすること意外にありません。 

福祉は、時間や手間が掛ることにこそ意味があり、それを大切にする「不便益」であると、

障害を否定することなく受容する関わりを提示していくこと以外にはありません。 

 

◆ 障害者の地域福祉と精神科医療との連携課題 

2018 年度中、精神科病院に入院中のユーザーが亡くなりました。その訃報は、光風会に

直ぐには入らず、分かったのは半年以上経ってのことでした。病院からは、地域支援に関わ

ってきた事業所と病院とが直接連絡を取り合うのは一昔前のことであって、必ず家族を通す

ことで入院患者の情報を守るようになっているという説明を受けました。 

 亡くなったユーザーの状態が不安定だという理由で、スタッフの面会さえなかなか叶いま

せんでしたが、光風会としては病院と支援関係を繋いでいたと疑いませんでした。今回のこ

とを通して、その「連携」の阻害要因がまさかの「個人情報保護」「守秘義務遵守」ではない

かと疑問を抱くようになりました。援助・支援の際には、支援を必要とする側の承諾を得ること

は前提ですが、その情報を「保護する」「守秘する」のは、支援側の問題でしかありません。 

今年度、茨精研・ICCAMの研究活動地域交流啓発事業として検討する必要があります。 
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◆ データでものをみる  

厚生労働省の毎月勤労統計の不正調査が明るみになりました。社会保障費や生活保護

費、医療費などに影響を与える重要な統計データを改竄していたのです。 

2019年 1月 27日付の毎日新聞に、「統計は国の基本」という記事が掲載されていました。

統計とは「Statistics（英)」、「国家」や「状態」を意味する「State」が語源の一つとあり、統計と

いう言葉には「国の状態」という意味が含まれているという解説が掲載されていました。その

例として、旧ソ連の崩壊や戦時中の日本では政府や軍が情報を秘密にしたことにより、国全

体の状況を把握できなくなり、国の方向性を誤ったと言うのです。 

私たちは、障害児・者に対する地域支援をやりたいという思いつきで始めたのではありま

せん。茨精研・ICCAM の調査研究、精神障害当事者のニーズ調査の結果を踏まえて、障

害児・者の置かれている状況を分析し、具体的援助・支援を行う社会福祉法人光風会を創

設することにしました。 

 障害児・者の地域支援について、支援者側は過去の経験値だけで判断してしまわないよ

うに、状況判断の根拠を明確にするための研究活動を続けていく必要性を再認識しました。 

 

◆ 研究活動の継続 

2018 年度、茨精研・ICCAM は、日本社会福祉弘済会より「精神障害者対象のホームヘ

ルプのこれからのあり方」検討事業について助成を受け、無事完了しました。この事業をとお

して、県内の相談支援専門員の置かれている状況を把握できたことは、大きな成果でした。 

私たちは、2001 年に精神障害者のホームヘルプの課題を取り上げて以来、15 年以上経

っています。その間、障害者総合支援法の施行により、障害者課題は知的障害、身体障害、

精神障害の三障害として一括りに捉えられる傾向が強くなり、ホームヘルプのあり方は、障

害特性よりも高齢者介護の延長上に行われるようになりました。 

今年度、茨精研・ICCAM としては、先の助成事業で精神障害者に対するホームヘルプの

実態や課題を整理した報告書をテキストとして活用する研修会を企画・開催します。 

そして、茨城における地域精神保健福祉の歴史を踏まえ、「精神障害者が精神病院に隔

離・収容されてきたことを許容した30年間」に戻らせないためにも、「いま」の支援を点検する

機会を継続しなければならないと考えています。 

   

（理事長 高島 眞澄） 

 

みなさん 

生活支援センター「風（FOO）」では、開所当初に寄付されたピアノの性能が良く

なく、調律するのももったいない状態です。 

そこで、不要になっているアップライトピアノを探しています。 

 

心当たりがある方は、下記までご連絡下さい。 

TEL：029－302－5385 生活支援センター「風（FOO）」  


