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2012 年 3 月 24 日(土)  会場:西宮市勤労会館 ホール 

  プログラム 

 9:00～10:00  開場・受付 

10:00～10:10  開会挨拶:大会実行部 篠原 文浩 

10:10～12:00  第第第第 1111 部部部部「「「「このこのこのこの国国国国のこののこののこののこの情勢情勢情勢情勢のののの中中中中でででで    

一人一人一人一人ひとりのひとりのひとりのひとりの『『『『存在存在存在存在のののの価値価値価値価値』』』』をををを取取取取りりりり戻戻戻戻すためにすためにすためにすために」」」」 

         ～～～～障害者制度改革障害者制度改革障害者制度改革障害者制度改革のののの行方行方行方行方、、、、今今今今、、、、私私私私たちがたちがたちがたちが向向向向かわなければならないことかわなければならないことかわなければならないことかわなければならないこと～～～～    

          コーディネイター  大熊 由紀子さん  

   喋り手          北野 誠一さん  清水 明彦さん  李 国本 修慈さん 

   コメンテーター    冨田 昌吾さん 

12:00～13:15  お昼休憩 

13:15～14:30  第第第第 2222 部部部部「「「「自分自分自分自分でででで生生生生きることきることきることきること    私私私私たちのたちのたちのたちの考考考考えるえるえるえる『『『『自立自立自立自立』」』」』」』」 

～～～～親親親親からからからから離離離離れてれてれてれて地域自立生活地域自立生活地域自立生活地域自立生活をしているみなさんのをしているみなさんのをしているみなさんのをしているみなさんの本人本音本人本音本人本音本人本音トークトークトークトーク～～～～ 

            喋り手       清水 三季さん  他青葉園のみなさん 

14:30～14:45  休憩 

14:45～16:15     第第第第 3333 部部部部「「「「そしてそしてそしてそして生生生生きるきるきるきる・・・・共共共共にににに暮暮暮暮らすということらすということらすということらすということ」」」」 

          ～～～～法制度法制度法制度法制度などになどになどになどに浮沈浮沈浮沈浮沈されないされないされないされない「「「「尊厳尊厳尊厳尊厳あるあるあるある生生生生」」」」誰誰誰誰にもにもにもにも在在在在るるるる「「「「命命命命のののの力力力力」」」」をををを確認確認確認確認しようしようしようしよう!!!!～～～～    

            コーディメンター（コーディネイター兼コメンテーター） 

                        冨田 昌吾さん 

           喋り手            名里 晴美さん 尾瀬 順次さん 篠原 文浩さん 

16:15～16:30 ラーラーラーラーのののの会会会会のこれからのこれからのこれからのこれから  清水 明彦さん 

16:30～16:35 閉会挨拶:大会実行部     細見 卓男 

17:30～20:00 懇親会 （みなさん、こぞってご参加を！） 

 

問い合わせ・参加申し込み: FAX あるいは電子メールで          

   tel0798-35-0013  fax0798-35-4781 aobaen@hcc5.bai.ne.jp  担当:岩宮 

参加費        1,000 円 

懇親会費     3,000 円 

 

 



 

第 2回ラーの会西宮大会申込書 

 

参加者氏名 

 

 

 

 

 

 

所属 

 

連絡先 

 

懇親会の参加  する ・ しない 

 

 

 

FAX 0798-35-4781 青葉園 



















2012/03/24 第 2回ラーの会 西宮大会 

第1部 「この国のこの情勢の中で一人ひとりの『存在の価値』を取り戻すために」 

      ～障害者制度改革の行方、私たちが向かわなければならないこと～ 

NPO法人 地域生活を考えよーかい 有限会社しぇあーど 李 国本 修慈 

みんながご機嫌に暮らして（生きて）いくことってできないですか? 

みなさん、おはようございます!、あるいは、こんにちは!。 

本日は西宮にお集まりくださりありがとうございます。ラーの会実行部の 1 人として心

から感謝申し上げます。 

さて、第 1部、私たち、自称「ラーな輩（やから）」としましては、あたりまえに私たち

と共に居る（いらっしゃる）方々の「存在の価値」を取り戻すこと、そして、こんな際に

確認したい方向（向くべき処）はどう（何処）なんだ!?ということをみなさんと確認してい

きたいとの思いからテーマにしてみました。 

しかし、「取り戻さねばならない存在の価値」ってどーなんだ?とか、温厚（自称）な私も、

ちょっぴり（少し）怒ってみよう!と思ったりしています（もちろん笑顔は絶やさずに^-^;;）。 

まずはこの間→政権交代～制度改革推進本部の設置に違憲訴訟での基本合意文書や権利

条約に向かう中での障害者総合福祉法の骨格提言とそれに対する官僚に政党の対応。 

そして私たち（もちろん、ご本人さんたちと共にという意味で）のあれこれ。 

この間の出来事は予想通り?あるいは想定外?、いやいや予想以上に予想通りだったとか…。 

もっと言うと私なんぞは、こんな世界（どんな世界だ?ですが）に思いっきり足を踏み入

れて、たかだか 10 数年。その間についても…で、基礎構造改革の中で変っていった諸々、

確かに在るのでしょうが、その変り方、向かっている方向（私には明確に見えなかったり

でして…見通す・見極める力が著しく弱いのでしょうが）がどうなのか?だとか。 

「普遍化」「社会化」ってなんですか?。もしかしたら大事だと言われている、あるいは思

われている、いゃ、思わされていることを掴もうとして、何かとっても大切なモノを掴め

なかったり、そのことを感じつつも、掴もうとしなかったり、掴めなかったり…だとか。 

なんのこっちゃですが、「ラーの会」は、「そんなんがどんなんでもやっていくねん」と

いうことが本流に在る（と思っています）のですが、私自身がこれまでのコトから今後の

コトを考えた際に、とっても悲観的であったりでして…すいません。 

そのあたりを、「救う（掬う）」とか「包む」とか「覆う」というようなカタチではない

社会の仕組みって在り得ないですか?、できませんか?といったようなことをみなさんに問い

かけ、みなさんと共に考えていければと思っています。どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

私（李国本修慈）の自己紹介:所属は表記の通り。頭はでかいですが、気は至って小さい

です。山が大好きですがダイバーです。ネット上では社交的(に徹している)ですが実際には

人見知りでウブです（嘘みたいですが）。麦汁が主食です。身体は至って元気です。 



２０１２．３．２４ ラーの会 西宮大会 

 

かけがえのないその人として生きる 

～共に在りたい私の思い～ 

訪問の家 名里晴美 

１、はじめに 

   第２部でご本人の思いを聞いた後に…、傍らにいた者、傍らにいたいと思ってき

た者の思いを伝えたい。 

  ＜自己紹介＞ Ｓ５９年朋の前身である作業所朋に就職。Ｓ６１年朋開設と同時に

スタッフに。Ｈ１２年から４年間の朋施設長を経、いったん（社福）訪問の家を離

れる。Ｈ１６年から６年間、横浜市内の重症心身障害児施設に勤務。Ｈ２２年から

訪問の家に戻る。 

 

２、朋での出会いがすべてのスタート 

  ・重い障害がある一人一人と、とにかく向き合うことから始まった 

    何をしたら楽しめるか、何をしたら笑うか、「なんだろう」って顔をするか 

    いろいろな体験、人との関わりをひろげながら、毎日そんなことを考えていた 

・家族ともたくさん話した 

  何を感じてきたんだろう どんな時間を過ごしてきたんだろう 

・そうして…一人一人、この人はこういう人、○○さんらしさが明確になり、 

 かけがえのないその人として生きることの大事さを実感！ 

 

３、家に帰ってからの生活は年々厳しくなっていった 

  ・Ｈ元年頃レスパイトスタート  ・Ｈ６年グループホームきゃんばすスタート 

・Ｈ２４年３月現在、ＣＨ１０ヶ所に重度重複障害の人２５人が暮らしている 

 

４、転換点となった人たち 

  明子さん きゃんばすで暮らす中、重積発作から気管切開に。本人の“意志”が、

様々なハードルを越えさせた 

和代さん どりーむはんずで暮らしながら全身状態が低下し、“最期”をどこで暮ら

すかを選択することに。最後まで共に悩み考えることはできた 

初恵さん Ｈ２４年５月開所のＣＨに入居の予定。はじめから気管切開の人のＣＨ

での暮らしに踏み切る。本人らしく暮らし続けるためのスタートライン

に、まずはみんなでたどり着けた 

 

５、共に在りたい私の思い 

 仕事を始めて２８年。たくさんの重い障害のある人に出会った。その中には、入所施

設へ移った人、そこで亡くなった人もいる。ギリギリまで在宅で家や病院で亡くなった

人もいる。訪問の家は、重い障害がある人の地域生活の実現をめざし事業を展開してき

たが、やれてきたことばかりではない。悔やまれること、何がよかったのか未だ答えの

出ないことも少なくない。 

 それでも…、いや、だからこそ…、ちゃんと心を動かされ、気持ちを向け、それを周

りの人がちゃんと受けとめ、受けとった人の気持ちをうれしくし、そうやってお互いを

大事と思い合える関係の中で生きていくこと、かけがえのないその人として生きること

の大事さを確信している。そして、傍らにいる者として、共にそういう生き方を貫いて

いきたいと考えている。 



訪問の家ホームページより                                      

ちむどんどん５０+ Vol.７ 
             

２／９（木） ケアホーム ハイビスカス開所を祝う会 ～千恵さんのこと～ 

 年明けの１月はじめから新しい暮らしが始まったハイビスカス。「ふじやま」と呼ばれるこんもりし

た森のふもとに、私たちが希望する家を大家さんが建ててくださった。栄区で訪問の家が運営する７

カ所目のケアホーム（法人としては１０カ所目）は、開放感たっぷりの吹き抜けのリビングで、訪問

の家初の平屋建てだ。お祝い会には、大家さんや仲介してくれた業者さん、建築会社の方に加え、こ

の地域の自治会長さんや民生委員さんなど地域の方も参加してくださった。 

入居した４人の内の１人、千恵さんは３０代の女性、胃ろうからの注入をされている。養護学校卒

業後、朋への通所をはじめた。出会った頃の千恵さんは、話しかけに返事をしたり、言葉での選択肢

から自分の意に沿うものを選ぶことができるようには、とらえられていなかった。（学校からもそうい

った申し送りはなかったと記憶している）だが、数年のつきあいの中で、関わる私たちは、いつしか

身のまわりのほぼすべてを彼女に尋ね、確認してから行うようになっていた。千恵さんの両親は高齢

になり、数年前から彼女の“将来の生活”は大きな課題になっており、私が一時勤務していた重心施

設の短期入所も、２、３ヶ月に１回程のペースで利用されていた。たくさんの朋メンバーが短期入所

する中、私が最も心配していた１人でもある。入所すると、彼女は自分からの訴えをほとんどしない

のだ。姿勢を変えて欲しい時、暑い時、トイレの時、何か言いたいことがある時、千恵さんは体を突

っ張らせ、声を出して訴える。その様子にまわりの誰かが近づき、千恵さんが言いたそうなことを一

つ一つ挙げて尋ね、選んでもらうという方法。３０人の入所者が一堂に過ごすデイルームで、千恵さ

んは、諦めてしまったのかもしれない･･･。忙しくしていても、目の端でいつでも千恵さんをとらえ、

常にスタンバっている人と、その場の人の動きを見、呼びとめても大丈夫そうな人をさがす千恵さん

と、双方の間に目に見えない“了解”、“信頼”のようなものがあって、千恵さんをめぐる多くのこと

は成り立っている。施設という中で、その関係が育まれることは容易ではないのだろう。 

 千恵さんは、ケアホームでの生活を望んだ。数回の体験宿泊を経て、はっきりとケアホームを選ん

だ。もちろん、ホームでの生活をどれほどイメージできていたか、明確にはわからない。それでも、

「ケアホームで暮らしたい？」に力いっぱい「んー」とこたえる千恵さんの顔は、いつになく晴れ晴

れとして見えた。いよいよ、新しい暮らしが始まる。はじめは週２泊、その後３泊･･･と少しずつ泊り

を重ねている今、彼女の緊張感はどんどん増しているようなのだ。先日顔を合わせると、強く体を突

っ張らせ「話がある」と。「なかなか慣れない？」「んー」、「緊張する？」「んー」、「家がいい？」「ん

ー」、「ケアホーム嫌だ？」「・・・」。はじめて家を出て、自分の部屋を持ち、これから身のまわりの

ケアにあたるスタッフとの関係を築きながら、新しい暮らしを始めるのだ。たいへんなことだと思う。

「でも、がんばってるの？」「んー」。緊張、不安、チャレンジしたい気持ち、もしかしたらがんばっ

ている充実感も･･･、言葉にはできない、それらが混ざった感情を伝えてくれたんだ、きっと･･･。 

 祝う会の中で、自治会長さんからお言葉をいただいた。「この街はいい街です。皆さん、地域の行事

にもどんどん遊びに来てください」と。たくさんの人と街の中ですれちがい、出会い、見守られなが

ら生きていく、きっとつらいことも、泣きたいこともたまにはある。でも、自分で選び、自分でつく

る、自分の人生なんだ。そんな姿をそばで応援させてもらえることを本当にうれしく思う。 

千恵さん、ずっと見守っていくよ！ 

 

２／２５（土）朋第二新事業所開所式    ２８（火）開所を祝う会 

 １５年前、朋を飛び出し、小さなグループで地域にどんどん出ていこうと活動を始めたＣＡＮ。そ

の名前は、活動の中心である空き缶回収の「カン」と、可能性＝できるの「ＣＡＮ」からつけられた。

建物の１階にＣＡＮ、２階は精神障害の方の作業所「モモ」が活動拠点としていた。モモさんとＣＡ

Ｎは、「障害の種別を超えて･･･」なんてことが言われるずっと前から、実にさりげなく、仲良く、お

つきあいを重ねてきている。建物の老朽化に伴い、大家さんが建ててくださった新しい建物に、モモ



さんと一緒に移れることになった。そして、木の香りがするステキな、そして広い建物には、朋から

もう一つのグループ「みのり」が加わり「朋第二」として新しいスタートとなる。みのりは、ＣＡＮ

ほどアクティブに、というわけにはいかないが、やはりどんどん外に出て行き、新しい出会いをひろ

げてきたメンバーだ。開所式のあいさつで日浦さんは、どこも通う場のなかったみんなのためにつく

った朋が、更なる可能性を追って第二をつくる。とても感慨深い。と話された。本当にそう思う。通

い慣れた朋から、違う場所へ拠点を移すに際しては、本人、家族ともに不安の声もあった。それでも、

開所を祝う会には、たくさんのボランティアさんが駆けつけてくれ、新しい建物での初日から、食事

介助に残ってくださった。ここでまた、みんなの世界がひろがると信じている。みんなの力を信じて

いる。 

 

２／２６（日）若年性認知症栄区の集い 

 横浜には、中学校区に１ヶ所、「ケアプラザ」がつくられている。主な業務は、「高齢者のデイサー

ビス」、「居宅介護事業（ケアマネジメント）」、「地域包括支援（高齢、障害、子育て等すべての相談窓

口）」、「地域交流事業（地域の課題に地域の方と共に取り組む）」の４本立て。訪問の家は、根岸ケア

プラザ（磯子区）と桂台ケアプラザ（栄区、径と同じ建物）の２ヶ所を運営している。 

 この度、桂台ケアプラザのスタッフが区内の他のケアプラザと共に、６館協働で「若年性認知症栄

区のつどい」を開催した。その様子を、桂台ケアプラザ石塚所長に聞いた。若年性認知症とは、６０

歳以前に発症した認知症だそうだ。現役で働いていた人等が発症し、お年寄りのデイサービスにはな

じめず、居場所がない、家族が抱えるしかない現状に対し、集う場、家族が話せる場をと、区も巻き

込み、約半年間準備して立ち上げた。９家族、８人のご本人の方が参加。ご本人は家族と離れ「さん

ぽみち（ふれあいショップ）」で過ごし、家族の方には、お一人ずつ話しをしてもらったそうだ。今回

初めて、ご夫婦が離れて過ごす試みだったという方は、認知症のご主人があまりにも不安そうで、途

中で引き返したそうだ。戻って奥様の顔を見るなり涙を流されたという。ご家族お一人お一人のお話

を含め、どれほどの緊張感、孤独感、疲労感の中で、互いが毎日を過ごされているか…、胸が詰まる。

さんぽみちでは、ゆっくりと食事をし、ピアノの伴奏で懐かしい唄などを唄ううち、表情が和らいで

いったそうだ。 

 様々な困難を抱えながら暮らしていらっしゃる人がいる。その存在を知らされることが多々ある。

何らかの、誰かの、助けや支えが、その困難を少しでも軽くし、人と人が気持ちを通い合わせる喜び

を感じつつ生きられる世の中になったらいい。訪問の家は、どんなに重い障害があっても、言語化さ

れているいないに拘わらず、その人の希望の実現をめざしてきた。この思想は、誰に対しても当ては

まると確信している。『誰もが暮らしやすい社会』に向かい、いろいろな人たちと手をつないでいきた

い、改めてそんなことを思った。 

 

～３／２４ラーの会西宮大会が開催されます～ 

 昨年８月、第１回目が横浜で行われたものの２回目。障害者自立支援法に代わる新しい法律づくり

と、これに向け総合福祉部会が提出した骨格提言がいったいどこへ行ってしまうのか･･･、混迷この上

ない“今”の共有と、何がどうあれ大事にされるべきことは変わらないという宣言になるのだろう。

大事にされるべきこととは、重い障害がある人たちが１人の人として生きることそのもの、存在その

ものであり、そしてその人たちと共感し合い、共鳴し合って、共にいたいとする人と人のつながりだ

と思う･･･ 。というようなことを、集まった人たち皆で感じ合える会にしたい。 

 とにかく、関西の方々の勢いに押されるばかりでなく、横浜の私たちらしく、その場に混ざってい

たいと思っています･･･ 

 

   

                          季節は巡り、また春が来る、 

うれしいような、せつないような･･･ 

                  平成２４年３月８日  名里晴美 



社 会 福 祉 法 人 訪 問 の 家 　 事 業 所 一 覧

障

害

施

設

関

係

法

人

型

地

域

活

動

ホ

ー

ム

朋
〒247-0034　
横浜市栄区桂台中４－７
　　　TEL　045-894-4640
　　　FAX045-892-3909

■生活介護　４０名
■短期入所　■日中一時支援
■登録研修期間（たん吸引等）
■登録特定行為事業者（たん吸引等）

集
〒235-0002　
横浜市磯子区馬場町１－４２
　　　　TEL　045-751-8707
　　　　FAX045-751-8614

朋第２
〒247-00304　
横浜市栄区柏陽３－１８
　　　TEL　045-894-7297
　　　FAX045-894-7375

■生活介護　２０名
■登録特定行為事業者（たん吸引等）
　※平成２４年３月１日移転

径
〒247-0034　
横浜市栄区桂台中４－５
　　　TEL　045-897-1101
　　　FAX045-897-1119

■生活介護　３５名
■登録特定行為事業者（たん吸引等）
■地域活動支援センターデイ型
■相談支援（指定特定、指定一般、指定障害児）
■生活支援事業
　（一時ケア、ショートステイ、地域交流、
　　余暇活動支援、おもちゃ文庫）

径・さかえ次世代交流ステーション

〒247-0005　
横浜市栄区桂町711

連
〒241-0835　
横浜市旭区柏町59-2
　TEL　045-360-9778
　FAX045-360-7004

高

齢

施

設

関

係

桂台地域
ケアプラザ

〒247-0034　
横浜市栄区桂台中４－５
　　　TEL　045-897-1111
　　　FAX045-897-1119

■介護保険事業
・居宅介護支援事業（ケアマネジメント）
・介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント）
・通所介護（デイサービス）
・介護予防通所介護（介護予防デイサービス）
■委託事業
・地域包括支援センター
・地域活動交流事業

根岸地域
ケアプラザ

〒235-0002
横浜市磯子区馬場町1-42
　　　TEL　045-751-4801
　　　FAX045-751-4821

■介護保険事業
・居宅介護支援事業（ケアマネジメント）
・介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント）
・通所介護（デイサービス）
・介護予防通所介護（介護予防デイサービス）
■委託事業
・地域包括支援センター
・地域活動交流事業

ケ
ア
ホ
ー
ム
・
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

共同生活介護
（ケアホーム）

どりーむはんず

〒247-0008
横浜市栄区本郷台5-14-21
TEL.FAX  045-894-1274

からーず
〒247-0008
横浜市栄区本郷台5-14-9
TEL.FAX  045-895-4564

〒247-0008
横浜市栄区本郷台5-14-18
TEL.FAX  045-891-1080

コム
〒247-0009
横浜市栄区鍛冶ヶ谷2-13-22
TEL.FAX  045-891-8350

トポス

はいびすかす

〒247-0009
横浜市栄区鍛冶ヶ谷1-21-1
TEL.FAX  045-392-7783

平成２４年５月１日
運営開始予定

旭区第１CH栄区第８CH
平成２４年１２月
運営開始予定

アレグリア
〒235-0004
横浜市磯子区下町7-13
TEL　045-750-5071
FAX 　 045-750-5072

オハナひいらぎ
〒235-0003
横浜市磯子区坂下町8-28
TEL　045-761-5451
FAX 　 045-761-5461

〒235-0021
横浜市磯子区岡村1-2-15
TEL　045-762-1391
FAX 　 045-762-1392

共同生活介護・援助
（ケアホーム、グループホームホーム）

ヘルパーステーションさくら草

■障害者関係
・重度訪問介護　　・居宅介護　
・移動支援　　　　・有償移送
■高齢者関係
・訪問介護　　・介護予防訪問介護

居
宅
介
護
事
業

〒247-0034
横浜市栄区桂台中8-8
TEL.FAX  045-894-9313

きゃんばす ふぉーぴーす

〒247-0004
横浜市栄区柏陽21-26
TEL.FAX  045-894-9314

朋診療所

〒247-0034　
横浜市栄区桂台中４－７
　　TEL　045-895-0606
　　FAX　045-895-6253

■診療科目
　・小児神経内科
　・小児科
　・内科

さんぽみち

〒247-0005　
横浜市栄区桂町279-29
栄公会堂地下１F
　TEL・FAX045-895-8998

法人本部

〒247-0034　
横浜市栄区桂台中４－７
　　TEL　045-894-4640
　　FAX　045-894-4647

■横浜市ふれあい
　ショップ事業
　・喫茶　・ギャラリー
　・小箱ショップ

■本部事業
　・事業運営掌握

　・法人会計

　・情報集約、伝達

多機能型拠点「郷」（さと）
　　　　平成２４年１０月１日開所予定
●実施事業
　・短期入所　・日中一時支援　・相談事業
　・訪問看護ステーション　・診療所
　※医療的ケアが必要な障害がある方の、
　　地域生活支援拠点事業。

■生活介護　５０名
■短期入所　
■日中一時支援
■登録特定行為事業者（たん吸引等）

■相談支援室
　    TEL 045-890-6601

■栄区後見的支援事業「とんぼ」
        TEL 045-390-0201

■障害者居場所づくり事業
　　　　　　　「ぴっころんど」
         TEL 045-390-0281

■生活介護　３０名
■登録特定行為事業者（たん吸引等）
■地域活動支援センターデイ型
■相談支援（指定特定、指定一般、指定障害児）
■生活支援事業
　（一時ケア、ショートステイ、地域交流、
　　余暇活動支援、おもちゃ文庫）

〒247-0035　
横浜市栄区桂台西2-7-4
　　　TEL　045-894-6692
　　　FAX045-891-9867



2012.3.24 第 2 回ラーの会 西宮大会 第３部「そして生きる・共に暮らすということ」 

～法制度などに浮沈されない「尊厳ある生」誰にも在る「命の力」を確認しよう!～ 

「傍らにいた者、傍らにいたいと思っている者（「支援者」と言われる者）」として 

「医療的ケア『一部法制化』」に対して思うこと… 

NPO 法人てくてく 尾瀬順次 

 

1.はじめに 

〈自己紹介〉大学卒業時、教員を志すも採用試験を突破できず。病休・産休等の代替講師として任

用された京都府立向日が丘養護（現：支援）学校で「重症心身障がい児（重度重複障がい児）」と

言われる子どもたちと家族の会「どんぐりの会」との運命的な出会い。Ｈ３年３月「どんぐりの会」

の４名が高等部を卒業、４月「重症心身障がい者通所施設『どんぐりの家』」がスタート。そこか

ら９年半、施設長として行動を共にする。その後社福法人の通所施設、相談支援専門員としての勤

務を経て、Ｈ２３年４月より「ＮＰＯ法人てくてく」へ。 

 

 

2.まず、出会いのお話から 

○養護学校（現、支援学校）での「笑顔で語る子ら」「どんぐりっこたち」との出会い 

 

 

○学校でのかかわり（介助）の中で当たり前にあった「医療的ケア」との出会い 

 

 

 

3.「どんぐりっこたち」が大人になって… 

○重症心身障がい「者」と言われる人たちの「暮らし」にかかわって 

 

 

○そこに暮らしている彼・彼女らの傍らにいるの中で、そこにも当たり前にあった「医療的ケア」

の取り組み 

 

 

 

4.そして今、「医療的ケア」の「一部法制化」に思うこと 

○京都府「特定の者」研修「地域生活等に関する講義」を担当するにあたって 

 

 

 

○「支援者」「介護職員」等と言われる者としての基本的なスタンスとして 

 

 

 

○「傍らにいたいと思っている者」としての思い 



ラー！ 

社会福祉法人イエス団 

京都市南部障がい者地域生活支援センター「あいりん」 

NPO法人医療的ケアネット 

篠原文浩 

daisaku613@me.com 

2012年3月24日 

拝啓 ラーのみなさまへ, 

イエス団は神戸：三宮に法人本部を置く社会福祉法人であり学校法人でもあります。近畿／四国で４０の施

設を運営している結構大きな法人です。多くは保育園／乳児院／幼稚園なのですが、豊島では特養をはじめ

とした地域福祉に取り組んでいますし、京都では「愛隣館研修センター」を中心として障がい児者支援など

といわれるはたらきを、地域の中で与えられているところです。 

今日、わたしがみなさんに伝えたいのは「ヤバい！」ってことです。決してわたしが「ヤバい！」人間では

なく（と自分では思ってます）、様々な状況のなかでわたしたちが大切にしてきたはずのことが「そんなも

ん、もうええねん！」とされようとしている「ヤバい！」ことを伝えたいんです。 

わたしたち「ラー」は、どんな障がいがあろうとその人が望む、その人の人生を応援したい！って輩たちだ

と自負しています。それは言い換えると「障がいがある」ということさえも前提条件としない、「誰にもが

当たり前に等しく尊い」ということでもあるでしょう。わたしたちは根源的にそうした思考のもとで、日々

を様々な人々と繋がりながら生きていくことにこそ「生きる意味」を求めてきたのだろうし、これからもそ

うして各々の地域でそれを追求していくでしょう。きっと今日のこれまでの話はすべてそこにつながりがあ

ることだろうと確信しています（って事前にこんな原稿書いてええのか？） 

わたしたちは医療の進歩や様々な技術革新の恩恵に与ってきました。それは重い障がいがあるとされる方々

のいのちをも支えてきたのは間違いないでしょう。しかしいまそうしたことについて少し立ち止まって考え

る必要があるのではないか？と思うのです。科学（医学も自然科学の一端にすぎないという意味で）の進歩

がもたらすさまざまな新しい技術などについて、実は「ヤバい！」状況に達していることは日々報道される

様々な事柄に接していても感じられることかと思います。 

人間は、人間が制御できない技術（つまりは未熟な技術）に頼ろうとしているのではないのだろうか？そも

そも人間の存在意義ってなに？科学の進歩が必ずしもわたしたちに幸せばかりを与えてくれているわけでは

ないのではないか？地域生活支援に没頭する（それは当然として）ことで、見過ごしてしまいかねないデッ

カい、大きな力の怖さについてちょっと一緒に考えてくださいまし。  

敬具 
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