
NPO法人埼玉よりどころネット

障害福祉の先進事例を学ぶ連続講座

重症障害の人を支えるネットワークの力
与野本町コミュニティセンター　18:30～

有限会社しぇあーど　NPO法人地域生活を考えよーかい

　　　　　　　　　　　　　　李　国本　修慈



とりあえず、私のこと ふたつの法人・・・ひと
つは有限会社しぇあーど、
ひとつはNPO法人地域生

活を考えよーかい

ラー星人・・・「ラーの
会」というのがありまし
て、そのイチミというこ
とです。



いちぉー私がやってること

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:1,400～1,700万円/月(年間で1億7千万くらい)

なんとかスタッフ年収500万円超えっ!!!（極いち部のです）

でも、ぜんぜんおいついていないです。。



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



で、ネットワークって??



だけどもちょっと考えたい^-^;;;



だけどもちょっと考えたい　その2

ここしばらくのことでも



先日には、いろんな報道がありました

その中のひとつに・・



　ネットワークだとか連携だとかというけれど。本当にそれがそうなのか?なんて考えて
みたいものです。

　昨年の年明けに私たちの街に引っ越してきた彼。相談先では「そんな小さな子どもさん
は親が育てるもの」だとか「どの親も頑張って育てている」なんてことを言われたり。で
も、こんなことって我が街のみのことでもなくって、こんな世界に居ると、ほんとに悲し
いほどに良く聞く話し。

　そのお子さんは、呼吸器ユーザーであり、当たり前に痰の吸引や経管栄養等のいわゆる
医療的ケアが必要で・・・。

　だけど、誤解はしてほしくないのは、このこと（医療的ケアだとか）があるから「特別
な対応」をして欲しいと言っている訳ではないのです。どんなお子さんも「育つ」ために
必要な力が必要であるならば（多くのお子さんがおそらくなにがしらの力を必要としてい
ると私は思う）、そんな力（てだて）を差し出せないか?。と、もう少し言うと、この彼
の場合、とっても解り易いではないか!と。お風呂だってどうして入る?、買い物にだって、
兄弟の姉妹のコトだって・・・と。

　そんな彼の母から連絡が私に届いたのは、同じようなことを思いつつ活動を続ける団体
からの紹介で。

　これをネットワークと言うのでしょうが、淋しく悲しいネットではないか・・・と嘆き
つつ。。。6月には初めての外出を果たします^-^。



　そうしてお付き合いが始まり出し、ぜひ彼の変貌振りをご覧
戴きたい訳です^-^。これまで生まれて「遊びに出かける」な
んてことがなかった彼。初めての外出から4ヶ月あまりで・・・
^-^;;、なんとも「どや顔」やないですか!と。

　人はあたりまえに環境によって変わりますし、変われます。
彼がほんとに、そんなことをまざまざと見せ付けてくれてい
る訳で、ほんとに凄いなぁと。

　私たちは（偉そうに/あえて）
「ネットワーク」だとか「連携」
なんて言いますが、繋げていま
すか?、繋いでいますか?。
　そんなことをじっくりと考え
ていきたいのです。



　ついせんだっての6月26日（火）に、私どものアジトで「ちびっこのつどい」
という会を開催しました。その際の参加者予定者が7名。みんながNICU卒業後
の「超重症児」などと言われる（この言葉もとっても嫌いなんですが）3歳以
下の子どもちゃんたちの集まりで・・・。

　実は彼のみ4歳でして、少し特例で参加^-^;;。なんとも貫禄のある「兄貴」
なんです（後に、その他のちびっこちゃんたちの画像も出てきますので）。

　あたりまえのことなんですが、彼らは成長し育っていっている訳ですね。あ
たりまえにあたりまえなんだけど、こんなことも、やっぱりきちんと言ってお
かなくてはいけないような、そんな時勢ということも含めて・・・。

　だけども、やっぱり凄いです。と、ここでも彼らのみが「特別で凄い」とか
ではなくって、子どもたち、みんな、みんな、凄いんですよね^o^;;。

　どんどん成長していく彼女・彼らと、ほんとに繋がっていたいですし、ほん
とにわくわく楽しいもんです。



ネットワークは作るもの???

　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^;;。

　医療と介護?、その違い
がどうだ?だとか、例えば

「介護職」には無理、だ
とか、あるいは「病院・
施設」でないとダメだと
かって誰が決めるのでしょ
うか?。知的障害者といわ

れる彼のことってどうやっ
て決めるのでしょうか?。

　それこそが「ネットワー
ク」、そして「決めた」
ことをやり抜くことでし
か、そんな偉そうなこと
は言えないですし、言っ
ちゃああかんですし、ね。



誰がつくるの?ネットワーク・・

　支援困難とされる方々。確かにどうしようも
ないことだってあるんだと思います。だけど
もやらない前からやれないだとか、更にはハ
ナからやらなかったり、とか・・・、実は、
そんな経験をたくさんしてきて、私なんぞは
「なんでやねん」と思い続けてやってきまし
たけど、だけど、みんなできちんとしていけ
ば、色んなことができたりもします。

　医療だって使いよう^-^。如何に見えないと
ころを見るのか?だとか、解らないことの根拠
付けをする!たとか。もちろん医学では解明で

きないことも山ほどあるということを知りつ
つに。



そもそもネットワークなんて・・・

　彼もとってもすご
い人。だけども遷延
性意識障害なんて言
われてしまいます。

　この日の成人式、
私もとっても楽しくっ
て、嬉しかったこと
を覚えています。

　この会に出席する
のかをとっても迷っ
た彼の母。

　私が偉そうに彼女
に伝えたのは、「関
わる人みんなでどう
しよう?と考えましょ

う」と。。。

　そして参加した成
人式。5年ぶりだとか

に会う友人たち、あ
たりまえに「啓太く
ん!」と呼ぶんですね
^-^。

　ほんとにあたりま
えなんですが「なん
とか障害の・・・」
なんて言わないんで
す、繰り返しあたり
まえ。。。

　何が言いたい?なん

ですが、たくさんで
すが、そのひとつ、
「人を分断する輩に
ネットワークなどと
言う資格無し」とか
（もちろん自らへの
矢印として、です^-
^）。

　そして、私は強く
思いました。彼らを
「離してはいかん!!」

と。それこそが「繋
がり」というもんだ
ろう!と。



むしろ、無いところに・・・
ものの見事に地域移行を果たしちっゃた彼^-^

　彼も本当に凄い人。おそらく数少ない重症児者施設から地域
移行を果たしたという人で。その経緯は悲しいものだったので
すが、今は、その施設をも短期入所先として利用している彼で
して^-^;;。

　その際にも多くの人が関わり、彼のことを彼と共に考え続け
たということが、そんな繋がりとなったと思います。

　無いところにだってカタチはできる。むしろ、在る繋がりを
断ち切ってしまったり、在ることに気が付かなかったり、在る
ことを無いことにしてしまったり・・・、そんなことはないで
すか?といつも問うてみたいもんですね。



彼女にしてもっ・・・^-^::
彼女も壮絶っ!かも?な人生^-^

　彼女も壮絶な生き様で。そー思うと私も十数年の間にとっても
「壮絶」というか「すごく」て「ステキ」な体験をさせていただ
いたものです。

　彼女も高校卒業後の行き場所がなかったり、様態の変化（気管
切開だとか酸素吸入が必要になったりだとか）によって居場所を
失っていったりの中、出会わせていただき。

　それでも難病といわれちゃう特性からか?の心肺停止なんかを私
の目の前で起こしちゃったりで（今だからこんな風に言えます
が）。

　その際に、救急車で運ばれるNちゃんのことについて、彼女の母

に謝罪する私に対して言った彼女の母の言葉は今でも忘れられま
せん。

　「こんなことは家でだって起こるんやし誤ってもらうことやな
い」と。

　その後、彼女は幾度かの手術も乗り越え安定した体調の元、様々
な福祉サービス等も使えるようになって過ごしています。

　大切なこと・・・長く付き合い、とことん付き合い、多くのエ
ピソードを彼女たちと共に持ち得るということでしょうか・・・。



私にとってのネットワークの始まりは1990年代・・・

全国各地のみなさんと出会う
まさに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・・・

6/19に参院厚生労働委員会通過



やっぱり、ネットワークの源はどこに?
・・・こそを考えたいですね^-^;;

やっぱし、「障害が重たい」なんてことによって

特定の生活様式を強いられたりっておかしいですよね



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



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!!

　彼は「元気な重心」なんて呼ばれる青年で、彼とも長いお付き合い。数年前に彼
の母が他界され、その際に牽かれたレールは「入所施設」。ここでも誤解なきよう
にとお願いしたいのですが、「施設がどうだ?」などと言っている訳ではなくて、
「何故勝手に決めるのか?」ということ。
　そんなことで、かなり温厚な私も、さすがにこの時には切れまして^-^、すぐさま

関わる皆の衆と共に考えました。
　考えたところで「素晴らしい」回答などはなく、私たちの元アジト（マンション
の一室です）に暮していただくこととなり、本当に申し訳ないと思いつつ、なんと
かどうにかと思ってやってます。
　それでも、大切なことは「勝手に決めない」、そして、「みんなでよってたかっ
て考える」ということなんだと思います。



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^-^;;

　そして彼も。ぜんぜん言い訳ではないのですが、私たちと一緒に暮らすこととな
り・・・。今年のはじめ、弟くんの容態が悪化し入院。必然的に私どものアジトへ
と・・・。

　この頃から、私どもの法人スタッフさんたちも、いわゆるハイリスクといわれる
方々にしっかり実支援に入っていくようになり、ぼちぼちですが、成果も見えるよ
うになってきました。

　そして、彼にも、これまでに様々なエピソードがあり、「ターミナル」だとか
「延命措置」などという言葉が、彼の母をとっても混乱させてしまったり、そんな
混乱を招かざるを得ない環境を形成しているのも私たちだということを強く思い抱
きたいものです。

　様々なエピソードを経て、そしてようやくなんとか「共に暮らす」ということが
実現するというものです。

　只、そんな彼にも新たなエピソードの前に、現在入院されています。



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!!

　超少数といわれる方々、子どもたち。医療の進歩だとかは目覚しい?ものだとされるけども、
そんな著しいとされる医療に食らい付いて?、まさに生きているのが彼女・彼らであったりで、
医療だけが進歩だとか凄いんじゃないのでは?といつも思ってしまうのですが・・・。

　そして、それと同じくして思うのは、そんな進歩する医療・・・なんかより、そんな進歩
したとされる医療に食いついてでも生きている彼女・彼らに「追いついていけるのか?」とい

うこと。

　いや、もっと言うと、「本当に追いつこうとしているのか?」と大声で叫びたくなる時もあっ

たりでして・・・。

　追いかけようとしなかったり、追いかけなくていいこととしたり・・・、そんなことがな
いように、と、心から思う日々です。。。



その人らしい生き方って?
とことん個別給付で自らの活動を創出

　そして、尼崎や西宮には「けったい」な方々がいらっしゃいます。「けったい」
とは、最高の尊敬語です^-^;;私たち「ラーな輩」たちにとっては。

　日中の活動を「生活介護」だとかに通うのではなく、自らの志す活動を自らで作
り上げるといったような・・・。

　そんな思想がむにゅむにゅとあったりします。

　尼崎市武庫之荘にある「バリ雑貨」のお店は、そんな彼らに呼応してできた「活
動の場」です。

　彼らの生き様にしっかりと、まさにそうだと思います。



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

　彼もまた、高校を卒業と同時に悩みに悩み（考えに考え^-^）

選んだ生き方は「日々の活動の創造」というような独創的な生
き方で。

　そこで確認できることは、彼らが街に出て行くこと、そこで
人と交わることで様々な変化が起こるということ。これまで居
ない者とされていた方々が、しっかりと居るべき処に居るとい
うことが本当に色んなことを生み出す・・・と言うよりも、そ
れがあたりまえなんだということを私たちはもっともっと感じ、
気付かねばならないように思います。



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^-^;;

　彼女も凄し^-^;;で、10年程前に
は「最重度」等と言われ、おかあ
ちゃんは「2時間以上離れたことが
ない」という凄まじさ^-^;;でした。

　そんな彼女、今でも訪問教育を
受けているのですが、体調をみな
がら週に1度程度ですが、私どもの
アジトに来られてなんやかやと楽
しまれています。

　今では、私たち「しぇあーど」
の重症児さん（ぜんぜん重症感な
んて無いんですがね^-^;;・・・こ
の言葉も変えていこうと考えてま
して、彼女らのショーマンぶりは
たいしたものですから「超ショー
マン児」とか^-^;;）のリーダー的
な存在となっています。。

　彼女・彼らの変化・成長にはほん
とに驚かされます。　もちろん、そ
んなことも充分に言えぬ間に天国へ
と飛び立った方々もたくさんいらっ
しゃるのですが・・・。

　それでも、ほんとに彼女・彼らと
共に居ることで感じ得るのは、まさ
に「生きている」ということ、おそ
らくそれは「変わる」「動く」とい
うか、何より私たち、少なくとも私
の心というか全身を大きく揺さぶっ
てくれる・・・どころか、ぐわんぐ
わんに振り回してくれます。

　それによってどれほどの力をいた
だけたものか・・等とほんとに強く
感じるのです。

まさにそれが、彼女・彼らの力であ
るということだと思います。



2010年のクリスマス会

サンタのおばちゃんは、

言いました・・・・

超重症児などと

いわれる彼等たちの

　　普通って・・・

彼等の力にぜんぜん追いついてない

　　福祉・医療・地域・社会

息すること、生きる
ことの意味だとか、
彼等の「力」、
「はたらき」だとか

　私のとっても好きな写真のひとつです。サ
ンタさんはいろんな願いを叶えてくれるの
ですが、そんなサンタのおばちゃんが「追
いついてないね」と。

　彼女・彼らの「願いはなぁに?」と聞かれ

た私たちは、どんなプレゼントを彼女・彼
らに、胸を張って堂々と渡せるのでしょう
か?。

　みんなに少しでも嬉しく喜べるプレゼン
トを持ちたいものです、できればたくさん、
抱えきれないくらい、と・・・。



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



やっぱり大切にしていきたいこと





でも、しつこくみてみると

　私たちのこうした思いが、国民や世論の理解と共
感を得て、それが政治を突き動かし、障害者一人ひ
とりが自身の存在の価値を実感し、様々な人と共に
支えあいながら生きていくことの喜びを分かち合え
る社会への一歩になることを信じて、ここに骨格提
言をまとめました。

　今、新法への一歩を歩み出すことが必要です。



さらにしつこくみてみると

・・・それは、とりもなおさず、「弱くもろい社会」から、
一人ひとりの存在が心より大切にされ、誰もが排除されるこ
とのなく社会に包摂される、本当に豊かな社会づくりに寄与
するものであると確信しています。

　今、日本中が協力して災害からの新生・復興をすすめ、す
べての人が尊重され、安心して暮らせる社会を作ろうとして
います。本骨格提言がめざす共生社会は、この新生・復興の
日本社会の不可欠の一部となると信じています。障害者がそ
の人らしく働いたり、社会活動しながら、暮らせる社会はす
べての人が暮らしやすい社会でも在ります。





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（今回の総合福祉法の骨格提言も削ぎ
落とされての新法となりましたが）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。





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^-^;;



とにかくみなさんと考えたいこと
やっぱり、想う

彼女・彼らの「力」　「社会的はたらき」の意味を



ご清聴ありがとうございました^-^;;

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


