
地域の中で、障害をかかえた人とともに生きる実践とは

～福祉事業所を開設した講師の足取りをとおして～
2012年11月15日（木）18:00～20:00

埼玉県立小児医療センター本館2階第5会議室

　　　　　　　　　　（有）しぇあーど　李　国本　修慈

個別実践の実体化

誰にもある存在の価値と相互主体による関係性

彼女・彼らの社会的はたらきと「力」

1．私たちが行っていること

2．当方人の歴史、活動の内容

3．活動（事業）を支えている原動力について





とりあえず、私のこと



いちぉー私たちが行っていること

地域生活支援などと言ってます^-^;;

有限会社しぇあーど　で・・・

居宅介護(重度訪問・行動援護・同行援護)

移動支援・日中一時支援事業

相談支援・短期入所・訪問看護ステーション

利用サービス件数:約60件/日(たぶん以上)

月間1,800件以上で、コーディネイトが大変T-T;;

事業費:約1,500万円/月(年間で1億7千万くらい)

人件費率は約70％で、

なんとかスタッフ年収500万円超えっ!!!（極いち部のです）



その他のことを
NPO法人「地域生活を考えよーかい」で

こっちのんが大切というか重要^-^…

移送サービス・自費サービス

相談(ほんとに細かなお願い事など)

研究・調査・イベント開催などなど

関わらせていただいている方（利用者さんとも言う）の数:約185名

凡そ半数の方が重症心身障害などといわれる方々

アジト（事業所）は伊丹市ですが、凡そ半数の方々が市外のみなさん

阪神間・・・南圏域/尼崎市・西宮市・芦屋市（約102万人）

　　　　　　　北圏域/宝塚市・伊丹市・川西市・猪名川町（61万人）

スタッフの数:常勤21名と非常勤25名

ヘルパー、介護福祉士、看護師、事務員など



私たちが行っていること











みんなでお出かけ



みんなでお出かけ



みんなでお出かけ



みんなでお出かけ



みんなでお出かけ



しえあーど　こうのいけスペース



こうのいけスペースにて



こうのいけスペースにて



2010年のクリスマス会



2011年のクリスマス会



私たちが行っていること

活動?事業?福祉?医療?生活支援?



当法人の歴史と活動の内容と
90年代後半に全国各地のみなさんと出会う

インターネットのおかげですね^-^;;



そして、制度が始まりました、、、
支援費制度に障害者自立支援法

「障害者総合福祉法(仮称)」の筈が、 「障害者総合支援法」に・・・

２つの法人の意味だとか

活動が事業になる訳

あるいは事業になっちゃうコトだとか



でっ、一応、しぇあーどはこんなところ

2010年9月1に新築移転オープン

敷地面積374㎡　約113坪

自己資金1,500万円　融資6,500万円

何より大切にしたいこと

彼女・彼らの介護給付費
によるもの



我がアジトに暮らす彼っ・・・
数年前におかあゃんが他界して・・・

伊丹市では、けっこー大変??

だけども彼のおかげで変りつつある当市!!



我がアジトに暮らす二人目の彼っ・・・

常時3人暮らし（以上）になったので楽し嬉し^-^;;



ガイドラインガイドラインガイドラインガイドラインにににに、「、「、「、「重度身体障害者重度身体障害者重度身体障害者重度身体障害者がががが、、、、地域地域地域地域でででで暮暮暮暮
らすことらすことらすことらすこと」」」」をををを想定想定想定想定したしたしたした項目追加項目追加項目追加項目追加についてについてについてについて

重度身体障がい
者地域生活の
ための必要な
支給量は、

　重度訪問重度訪問重度訪問重度訪問重度訪問重度訪問重度訪問重度訪問介護介護介護介護介護介護介護介護

　　　　　　　　404404時間時間時間時間時間時間時間時間
２３日生活介護

４０４時間

①＋②＋③＋④重度訪問介護

合計

1時間×3回×31＝
93時間

④重度訪問介護

深夜

7時間×2回×4.5＝
63時間

③重度訪問介護

移動加算

6時間×31日＝186

時間
②重度訪問介護

夕

2時間×31日＝62時

間
①重度訪問介護

朝

支給量／
月

積算根拠サービス区分





そして、超重症児などといわれる彼ら

彼らこそをほったらかしてたらダメ!!

彼らこそが活き活きと暮らせるよーに!!



超重症児などといわれる彼らに





ちょっと確認　「しょうがい」って?
みんなで考えてみましょう^-^

どうだ?

どうだ?

身体的制約 障壁や差別



ちょっと確認　「しょうがい」って?
日本の障害者基本法をみてみましょう

2011年7月改正8月公布

改正前の「障害者」の定義:「身体障害、知的障害ま

たは精神障害があるため、継続的に日常生活また
は社会生活に相当な制限を受ける者」

改正後は:1．障害者とは身体障害、知的障害、精

神障害（発達障害を含む）その他の心身の機能の
障害がある者であって

障害及び社会的障壁により、継続的に日常生活ま
たは社会生活に相当な制限を受ける状態にあるも
のをいう。



ちょっと確認　「しょうがい」って?

2．社会的障壁とは、障害がある者にとって日常生

活または社会生活を営む上で障壁となるような社会
における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの
をいう。



生活(暮ら)していくということとヘルパーの役割

在宅生活とは





生活(暮ら)していくということと私たちの役割

2011年8月5日に公布された障害者基本法

「第3 条(抜粋)基本的人権を享有する個
人としてその尊厳が重んぜられ、その尊
厳にふさわしい生活を保障される権利を
有すること」

「可能な限り、どこで誰と生活するかに
ついての選択の機会が確保され、地域社
会において他の人々と共生することを妨
げられないこと」



ものの見事に地域移行を果たしちっゃた彼^-^

居住地及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること、

並びに特定の生活様式で生活するよう義務づけられない・・・



生活(暮ら)していくということと私たちの役割



生活(暮ら)していくということと私たちの役割

障害児・者といわれる方々への施策(障害者福祉)の歴史

『収容保護』という考えの下、入所施設の建設、あるいは就学
猶予等が、

『更正自立』という考えの中、訓練・授産施設といったカタチ
が生まれてきたと言える。



生活(暮ら)していくということと私たちの役割

例えば就労だとか、物品を作り出す生産だとかとは違う、言
語あるいは五感を持ってしてもコミュニケーションがとり難
いとされる方々との中での相互(ご本人と支援者との)による

「わかりあおうとする」関係性構築の過程において作られて
いく様々な場面や場所、更には新たなコミュニティをも形成
していく「力」が彼女・彼らには有るということ 。



支援費制度が始まった後に
自らの暮らしぶりを示してくれた彼



生活(暮ら)していくということと私たちの役割



生活(暮ら)していくということと私たちの役割



意思決定って???

　その際にも再三の夜間の呼吸停止(大袈裟で
すが本当です)だとか、夜通しの手動人工呼吸
介助etc。

　2010年に度重なる誤嚥性肺炎の後、気管切
開(喉頭離断)後、住み慣れた場所での暮らしを
と、周辺みんなで支援し始め・・・たのもつかの間、
2011年のお正月は病院暮らしT-T・・・。

　改めての仕切りなおし後、5月15日に心肺停
止。だけども、そこから復活、更に強固(気持ち
だけは^-^…)な支援プロジェクトによって、夏か

ら１人暮らしにむけて、みんなでヨイショ!と。

　そーして2011年12月5日に新居に引越
しっ!!。楽しい年末年始(特に周辺者が)を過
ごしました^o^;;。



どうして「決める」?・・



生活(暮ら)していくということと私たちの役割

例として、人工呼吸器を使用している超重症児といわれる児に
ついて、ヘルパーとしてどう関わっていくのかを考えてみたい



とあるエピソード
生後9ヶ月の女の子です

とある研究者が調査対象に
とかける言葉が、
「超重症児の…」と

母の言葉

「次から次と顔も知らない
（白衣の）人たちが…」
と、メールでSOS

「いっぱい泣いたけど、今日
からは笑顔で…」

「みなさんに心配かけて、す
いません…」





生活(暮ら)していくということとヘルパーの役割

「痰の吸引」ひとつをとっても、特に重症児・重症心
身障害等といわれる方々へのケアはあたりまえに一律・
一様ではなく、その人にあった手技(関係性の中から
掴み取られるケア)が必要であり、更には限定された
(特定の)ケアのみによって、「その人(児)の望む暮ら

し」「望む活動」の実現は不可能であるということ。

全ての人が、固有の誰それという名前があるように、
私たちが関わる全ての子ども（人）たちも「重症児
の〇〇ちゃん」だとか、「呼吸器の△△ちゃん」で
はなく、傍に居る人・子どもとして関わっていく(関
係性を作っていく)という意識が重要である。



生活(暮ら)していくということと私たちの役割



そして改めて考えましょう^-^;;

やっぱり考えたい

規制の福祉、作られていく制度と・・・



「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、今、私たちが向かわなければならないこと～

何が違う?何かが違う??

本当に向かう先が「そう」（どう）なのか?とか



「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、今、私たちが向かわなければならないこと～

繰り返し何かが違う?
その違いは埋められるのか?

変えられるのか?



「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、今、私たちが向かわなければならないこと～



「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、今、私たちが向かわなければならないこと～



「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、今、私たちが向かわなければならないこと～



ステキな彼女っ^-^::
彼女も壮絶っ!かも?な人生^-^



その昔は、最重症児なんていわれてた^-^

当たり前に成長しています^-^;;





一人ひとり（重症心身障害児・者といわれる方々）は、何もできない人、保護のも
とにある人などでは到底あろうはずがありません。　日々自己実現を目指し自分と
して自分らしく自分の人生を生きていこうとし続けている存在です。　一人ひとり
が地域社会の関わりの中で一人の市民として生きていこうとすることから、地域社
会の中で新たな創造的営みを展開してきたこと。　一人ひとりが地域社会の中に新
たな価値観を生み出し本当に一人ひとりが大切にされる地域連帯のもとでの豊かさ
を湧きおこしていることを私たちは身を持って実感し続けてきました。

一人ひとりの存在価値のままに、地域生活展開と制度改革をおし進めていきましょ
う。

私たちの前で自身の暮らしを築き、一人ひとりの価値的物語を展開し、その人らし
さを謳歌する一人ひとりのその立ち上がっていく主体は、厳然として暮らしを拓き
続けてきましたし、これからもそうあり続けます。

間違いなくあるご本人さん（重症心身障害児・者といわれる一人ひとり）の存在価
値と共に、私たち支援者というよりも共存者として共に立ち上がり、この機会にみ
んなで確認し繋がりあっていきましょう。

一人ひとりの存在こそが、地域・社会そしてこの国の希望です。

昨年行われました（2011年8月25日）「ラーの会での宣言文です



とにかくみなさんと考えたいこと
　私が思うに、というよりも、多くの方々（と言っても、ここにお集まり
になっているような方々なんで、数は知れている、と思う）が感じている
「社会資源の乏しさ」。

　だけども、この10年の間にも大きく（目まぐるしく）制度も変わってき

ました（決して全ての方にとっての「良い方向」ではないのでしょうが）。

　おそらく、これからも、少しずつ、みんなの望む制度へと変わっていく
ものかと思います。

　だけども（ばかりですいません）、そんな流れを「待ってはいられない」
方々に対して・・・、何処の地域でも、様々な方々の思いが積み重ねられ
（ここらも、やっぱり、ご本人さんの「力」なんでしょうね、きっと）て
きた訳で、やっぱり「共に生きる」だとか「共生社会の実現」だとか「支
援者」などと偉そうに語っている輩（間違いなく私のことですが）こそが、
「それ」を補わなくてどうするのだ!!と・・・（かなり強引・・）。

　私が言いたいのは、ほんの少しの「意識のあるもの(者)」(特に医療従事
者)が、「地を這うように」とは言いませんが（いや、そう言いたい、すい

ません）、ほんの少し「低空飛行」できればな・・・　と。







生活(暮ら)していくということと私たちの役割

例えば重症といわれる児が、その状態から「活き活きとした活動」が可
能であるのか?という疑問を抱くむきがあるかも知れないが、あえて言い

添えるととすると、彼女・彼らは「それなりの暮らし」を強いられるの
ではなく、「その人(その子)らしい暮らし」を実現(自己実現)していくと

いうことであり、その視点は欠かせない。更に、ここでも意思の疎通が
困難だとされる超重症児といわれる子ども達のそれを見定めるのは困難、
あるいは「無いもの」とされてしまうむきもあるかも知れまいが、決し
て彼女・彼らの自己主張・自己決定は無いものとされるものではなく、
全ての命の価値が同等であるのと同時に全ての方の自己決定・自己実現
は間違いなく在るということを私たちはこれまでに実感としてきた。只、
私たちが陥りやすいこととして、そういった意思疎通が困難とされる
方々・子どもたちのことをあたかも「解った」こととして捉えてしまう
危険性があるということも意識として持ち得ていたいものである。そう
考えていくと、意思の疎通が取れようが取れにくかろうが、相対する者
(子ども)の思いが100％解ろう筈も無く、更に「人の思いは変化していく」
(環境及び人との関係性によって揺らぐもの)ということも含めて、多く

の関わる人たちが、如何に彼女・彼らの主体・思いをよってたかって考
え続けられるのかということこそが大切 。



最後に
私たちは彼女・彼らとの関係性を共に居る時間を持って作り出して
いくということを生業とし、そのことを重層・横断的に繋げ広げて
いくことで地域が変わっていくことも実感してきた。このことこそ
が彼女・彼らの「はたらき」であるということを基に彼女・彼ら、
そして誰もに在る存在の価値を再認識し現代の社会を変革していけ
ればと期待している。最後に、超重症児といわれるお子さんの母親
である西村理佐さんの言葉を以下に転記させていただく。「帆花の
健気に生きる姿が私の心に真っ直ぐに飛び込んでくるようになると、
それまで延命装置としか見ることのできなかった呼吸器が、帆花の
体の一部であって、自然なもののように思えるようになり、帆花は
こうして生きていくんだ、病気ではないからどんなに苦労しようと
も、私たち家族はお家で暮らすんだ!と強く思うようになれた。そし
て、私は帆花に謝ることを辞めた。私は、母と子の絆が切れてしまっ
たかのように一度は思ってしまった自分を恥じ、大切なのは「へそ
の緒」ではなかった、帆花のいのちそのものが、私を母親にしてく
れるのだ、と気づいたのだった。」



とにかくみなさんと考えたいこと
いまだからこそ、想うこと、くにもと的に^-^;;





ご清聴ありがとうございました^-^;;

http://www.kangaeyo-kai.net/


