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新型コロナ禍で得た気づきと 

光風会が取り組むべき課題・やらない課題   

2021年度活動方針 

 

＊筑波山が見える空 

2021年は、年末年始の行動抑制が効かず、新型コロナウイルスの第三波が猛威を振る年

明けとなりました。 

 2020年の 1 年をとおして、新しい発見といえば、水戸の平地から筑波山が見えたことで

す。当会のグループホーム「颯（SOO）」がある水戸市見和に「高天原」というバス停があ

り、そこから見えると知った時は驚きと感動を覚えました。その後、水戸市内には、建物の

隙間から見える所が幾つもあるではありませんか。これはコロナ禍で、地球上での移動を制

限され、航空機の離発着が大幅に減少し、空の汚染が浄化されたことに拠るのかもしれませ

ん。 

 自然環境には「人間が動かない」ことが最良ですが、「人間が生きる」社会においては、

障害児・者の地域福祉が成立するために必要不可欠なことや、抗い続けなければ簡単に無く

しなってしまうことを、新型コロナ禍が剥き出しにしました。 

 
新型コロナウイルス   
パンデミックが続く社会の中で見えてきた課題  
 

私たちは、新型コロナ禍をとおして何を学んだのだろうと、頭をひねりながら 2021年 4月

を迎えました。ウイルスは変異を繰り返し、感染力は益々強くなっています。今では当然の

ことですが、感染すればウイルスのコピーミスが起こりやすくなり、人数が多くなればその

可能性は高くなります。すでに 1 年前のウイルスではありません。この恐ろしさを何故 1 年

前に・・・。感染症の専門家は既に指摘し続けていたのでしょう。それでも日本政府は、科学

的データ分析なしの感染対策を出し、国民の自粛行為に責任を押しつける失策を繰り返して

います。見え見えの「人の命よりも経済優先する政治」を進め、オリンピックの開催を煽っ

ています。その陰に病院内での「命の順位と選別」が行われている実態が見えてきません。 

 コロナ禍で露わになったのは、国の姿勢だけではありません。私たち自身の「内なる差別」

意識です。「コロナに罹患した人の家へ石が投げ込まれた」とか、「病院勤めの親を持つ子ど

もが、保育所や幼稚園から『来るな』と言われた」など、日本中で起きました。 

 

1）部落差別とコロナ差別との類似性 

こうした状況について、部落差別研究者の上杉聰氏は、「コロナ差別」と部落差別が極めて

近く類似した関係にあると指摘します１。どちらも「差別」がもたらすものは、隔離であり、

つき合いや食事を共にしないこと。住むところが分けられ、塀や構造物で隔離されてきまし
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た。部落差別が深く関わった「ケガレ（穢れ/汚れ）」がもともと疫病などの感染性のある病

の体験にあると。 

 現在起きている米国でのアジア系市民に対する暴力事件を出すまでもありませんが、この

先、新型コロナウイルス等への排除意識が伝統的な差別と結びつき、患者の「基本的人権」

を侵害することがあってはなりません。コロナ差別について、自分自身の身体を通した言葉

で向き合う場をつくり出す必要があります。 

 

2）「人と人が直接会うこと自体に潜む暴力」 

当たり前のことが変わりました。相談支援に関わる私たちは、人と「直接会う」ことを何

よりも大切にしてきました。言葉を交わすだけでなく、表情や息づかい、あり方等の態度か

ら出てくる SOS をくみ取るために、「会う」のです。それが、自分を守り・相手も守るため

に、こんなに長く・少なく・薄くしか人に会わない、真逆の関係性を求められるとは考えも

しなかったことでした。しかし、しばらくすると、直接会うことに「面倒くさくい」「気が

重くなる」自分に気づき始めました。 
おもしろい捉え方に出会いました。精神科医の斎藤環氏の言う「臨場性の暴力」という捉

え方です２。直接会うという臨場は、自他の境界を越えて迫ってくる力が暴力なのだと。「暴

力」と大変辛辣な言葉に戸惑いますが、人と直接会わなくなったことで、その暴力をどこま

で許容できるかという個人の感受性、容認性が多様であるということをあらためて認識する

機会になったのだと思います。 

コロナ禍 1年。オンラインによるミーティングをしなければならなくなりました。慣れな

い映像をとおしたコミュニケーションに違和感と戸惑いを覚えながら、私たちも始めまし

た。 
勿論、臨場性が、多様な意思をとりまとめ、決断と行動を促す力があり、それが社会を動

かしてきたのは事実です。その一方で、発言力のある人や声の大きい人、身体の大きさ等が

臨場を仕切ってきました。オンラインのコミュニケーションでは、暴力が対面と比べ小さく

なる。距離感がなくフラット化された分だけ、発言の平等性が担保されるのかもしれないと、

斎藤氏が言うのも今では頷けます。 

 
コロナ禍のドサクサに紛れ込んで起きていたこと 

差別・偏見 同じことの繰り返し  30年で元に 

 

1）障害児・者の収容施設、精神科病院の変わらぬ実態 

2020 年、3 月半ばの 3 月 16 日、新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化した頃、「津久井

やまゆり園事件」の判決が出ました。その時既に、報道の中心は新型コロナのことばかりと

なり、この事件が世間の関心の外に置かれ忘れ去られてしまうのではないかと危機感を持ち

ました。 

そして、2020 年 8 月、神戸市の精神科病院「神出病院」で入院患者を虐待したとして、元看護

師ら 6 人が監禁などの罪で起訴されていたことが判明しました３。これも、コロナ禍のなかで、埋

もれてしまいそうな記事となっていました。 
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私たちが、精神病院の中で何が起きて居るのか、共同作業所のメンバーから入院体験を聞かさ

れたのは 36 年前のことです。1984 年 3 月に発覚した報徳会宇都宮病院事件を契機に、精神科病

院は良い方向性に変わっていたと思い込んでいました。 
2021 年 3 月 28 日付の毎日新聞には、「『弱い立場』家族は沈黙 他の預け先ない」という入院

患者の家族思いが掲載されています。家族に丸投げの障害児・者福祉の状況は何も変わっていな

いことに愕然としました。差別課題は、伝え続けていていかなければ、同じことを繰り返すのだ

と身にしみて感じました。差別について考える視座を伝える研修課題を見直す必要があります。

「How To」ものでは伝わらないことは自明です。 
     
2） 障害者欠格条項が増えている    

知りませんでした。あの「障害者欠格条項」が 2019 年から急増しているという事態が起き

ていたのです。なかでも「心身の故障」すなわち「精神の機能の障害」とする新たな欠格条項

は 257本になり、2016年調査時 75本の 3倍以上に増えました。 

日本には、障害者権利条約を批准したにもかかわらず、未だに障害と結びつけた欠格条項

が、運転免許・職業免許・役員資格などに関わる法律に、幅広く存在しています。 

 生活支援センター「風（FOO）」での事業を展開して間もなく、ユーザーが県内にある市民セ

ンターのパンフレットに「精神障害者の入浴禁止」という文言を見つけ、社会資源調査団で

問題にしたことがありました。 

精神保健法以降、当事者にかかわる法整備が進められて、身体・知的・精神と三障害の枠

組みで福祉事業が展開されるようになりました。精神障害者も福祉対象者に位置づけられ、

障害者自身が差別を直接実感しない・できないような生活を送れるようになりました。直接

的な差別を受けたという当事者からの訴えを聞かなくなっています。 

気づかない所で、新しい欠格条項の急増が進んでいることは何を意味しているのでしょう。 

障害者の地域福祉が、福祉サービスとなり、障害者で儲ける事業に変わったことが影響して

いないとは言えません。障害当事者も支援する側も差別に鈍感になる状況に変えてしまった

と考えられます。障害者間で社会の中で許容できる障害者と、そうではない障害者という分

断化へと進まないようにしなければなりません。 

 

障害児・者の地域福祉、精神科医療、 

障害者福祉行政の現場で何が起きているのか？ 

 

1）茨城県の状況を確認 

コロナ禍で、人が集まる研究会や講演会などが中止になり、関係者同士が直接会って話す機会

がほとんどなくなりました。それ以前から引き続き、精神医療や福祉行政、地域福祉などの関係

者が何をしているのかを広く情報交換すること自体が少なくなったままです。 
光風会としては、ここ 10 年近く、地域活動支援センター（以下「地活」）の効果的な情宣方

法を見つけられずにいます。必要とする精神障害の当事者にどうすれば届くのかを模索してきま

した。パンフレットやポスターを精神科クリニックの近くにある薬局に置かせてもらう戦略をた

てました。  
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2020 年度のパンフレットは 25 頁に示すように、「地活」は「おとなの居場所」としてピーアー

ルし、県内にはⅠ型 12 ヶ所、Ⅱ型 5 ヶ所あることや、全国の精神障害者の関係団体や機関を紹介

し、最後に「地活」に登録しているユーザーの声を本人の自筆で掲載しました。精神科病院やク

リニックの PSW に向けて配布し、当事者に伝えて貰う作戦を立てました。 
配布したところで、PSW や心理から聞こえてきた話は大変興味深い内容でした。 

・市町村の地域自立支援協議会で、障害者の課題に精神障害者が入らない。知的障害者や身体障害者がそ

れぞれ 300名近くいるのに、障害者手帳を持っている 精神障害者は 30名。三障害の中でも少数扱い。精神

科に通院している人は沢山いるはず。（PSW） 

・精神科 DCは高齢化が進み、地域に出ようとしない。そのような働きかけをスタッフができない。（心理） 

 

同じように、「何か変だ！」「逆行している」「このままではやばい！」と感じていた関係者

がいたことに正直ホッとしました。 
コロナ禍でしたが、これこそ顔を会わせて共有しなければなりません。昨年の 2020 年末に

緊急集会を呼びかけました。私たち光風会の他に、精神科医療や介護保険、行政機関など 10 名

が参集しました。「地活」「精神科 DC」の意義を確認し、周知する集会を 2021 年度事業とし

て企画・開催する方向性を確認できました。一歩前進です。 
 

2）高齢障害者が置き去りに 

当会の理念は、「地域で生き、老い、死にゆく」社会の実現を目指した精神福祉の展開です。

20 年経過しユーザーの高齢化は現実課題となり、あらためて地域で「老いる」「死にゆく」た

めの具体的援助・支援の難しさを感じます。 

地域で生きる精神障害者を支えてきたのは、大半が家族です。それ故に、親の死を境に、

多くの精神障害者は、再発・再入院して病院の中で人生を終えるという歴史を繰り返してき

ました。先の神出病院虐待事件に家族が物言えぬ土壌は変わっていません。そのために、地

域で生きる精神障害者の「老いの状態像」把握が遅れました。地域の中でどのように年を取

るのかがイメージできず、支援側が把握できていません。支援者自身が自分の「年の取り方」

を当てはめて考えた時、あらたな差別をつくり出してしまうのではないかと懸念します。 

2019 年 7 月、国連人権理事会において、高齢と障害の交差性に焦点を当てた報告内容が季刊

「福祉労働」に紹介されました４。 
「高齢になってから機能障害を持つ者は、機能低下に伴う正常なものとして受け止める一方で、若くして障

害者となった者にとっては、二次的なアイデンティティであるとした。障害者運動は、高齢者の問題を受け止め

てこなかった一方で、高齢者運動は、障害の権利ベースの運動に対する理解が不足していた。結果として、

高齢障害者の問題が両方から置き去りにされてきたと分析している。」 

漠然としてですが、ユーザーの高齢化と私たちの高齢化とは「異なる」と感じています。 

ユーザーの支援に関わる中で、多くが肉体は老化しても、時間の経過や積み重ねでの年寄

りにはなれない・ならないのではないか。むしろある年で止まったような言動に触れます。

肉体的な老化は、精神的な症状や障害として抱える「動けなさとカラダの痛み」の延長上の

ことないのか。老いることの不安には、精神障害に係る差別・偏見が影響していないか。精

神病・精神障害が「年をとる」ことをどのように認識していくかを言語化する働きかけが必

要です。介護保険と障害福祉の 65歳問題として考えなければならない課題でもあります。 
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子育て、親の介護、病気、障害を抱えながらも 

働ける環境をスタッフ全員で創り出す 
 

2025年には、日本社会は三人に一人が 65才以上になると言われています。光風会は、職員

数 20人弱の小さな法人で、スタッフの年齢構成はまさに社会状況を反映しています。 

光風会では、笠間焼工房「陽（yoo）」の陶芸家スタッフも参加する年二回のオールスタッ

フミーティングや毎月行うユーザー支援に関わるスタッフミーティングを開催しています。

光風会に登録するユーザー全員の顔が見える関係性つくりを大切にしつつ、障害者支援に係

る理念や諸課題の共有化を図るためには欠かせないミーティングです。ブレそうになった時

は、即ミーティングで話し合います。その繰り返しで 20年間をやってきました。 

2001 年創設当初より、光風会の定年退職年齢を 65 歳としてきました。看護師の平山勝代

さんは、現在は評議員ですが、79歳まで現場でユーザー支援に関わりました。規程は 65 歳定

年ですが、平山基準を参考にしつつ働き続けていく方向性がスタッフの共通認識となってい

ます。子育て、親の介護、病気、障害等をかかえながらも働ける環境をスタッフ全員で創り

出していきたいと考えています。 

光風会は、環境問題は障害児・者支援に関わる重要な課題として、合成洗剤の使用やゴミ

処理問題に取り組んできました。いつの災害でも、最初の犠牲を負うのは障害児・者や高齢

者、子どもたち等の社会的な弱者だからです。 

アフターコロナ社会は、環境危機の時代「人新世」５を阻止するために、経済成長から脱成

長へ、そして子育てや介護、看病等に関わるエッセンシャル・ワークの重要性を再認識する

ことになるのでしょう。 

 2021年度、光風会は法人創設 20周年を迎えます。 

20年間を総括しつつ、次の 20年に向けて課題を整理するプロジェクトを立ち上げます。 

淡い期待ですが、2022年 2月頃に記念会パーティを開催できないものかな・・・。 

（理事長 髙島 眞澄） 

 

 
１ 上杉聰、「コロナ禍に想う 簡単に『コロナ差別』といいたくない」解放新聞、2020年 10月 5日 

２ 斎藤環、「シリーズ免疫と人間「対面に潜む暴力。許容度には差がある」毎日新聞、2020年 8月 1日 

３ 「患者虐待 上司が率先」「おちょくって一人前」、高知新聞、2020年 8月 26日 

４ 長瀬修、「障害学の世界から第八十七回 高齢と障害の交差性―コロナ、エイシズム、高齢者の権利条約」

季刊福祉労働第 169号、2020年 12月 25日 

５ 斎藤幸平、「人新世の『資本論』」、集英社新書、2021年 

人新世（ひとしんせい）：人類の経済活動が地球に与えた影響があまりにも大きいため、ノーベル化学賞受
賞者パウル・クルッツェンは地質学的に見て、地球は新たな年代に突入したと言い、それを「人新世」と名付
けた。 

 


