
1医療同意

運命措Iの町鱚靡、鼈役輻渕鰤琲筍瘍晰
■施設長

第2諫園本構 勝也さん餡勁

主価

第2諫園福本 宗華さんG助

真夏の暑さが続いていた。昨年 (2013年 )9月 7日 、知的障害者支援施設「第 2三恵

園J(大阪府豊能郡能勢町)。 ある利用者さんが、近郊の病院に入院した。2日前に退院

したばかり。体調不良による、再入院だった。それからまもなく、施設長の本村勝也 (49)

は、主治医に問われた。「延命措置が必要になつた場合、どうされますか ?」 。突然、求

められた判断。木村はとつさに言葉を返すことができなかつた。「協議させてください J。

それが精いつぱいだった。

医療同意書へのサインは

再入院した利用者さんは、60代後半の女性。食欲不

振やI日吐、発熱などの症状を訴え、お盆明けの8月 18

日に最初の入院をしてぃた。

再入院後の診断ではt大腸ガンが疑われた。そして、

内視鏡とCT(コ ンピューター断層撮影)検査が行われ

ることになつた。

検査についての主治医と木村の話し合いは、8月 31

日に行われた。検査の際、必要になるのが、医療行為に

関する同意・決定権、いわゆる医療同意と呼ばれるもの

だ。現在の日本の法律では原則、医療行為を受ける本人、

またはその家族にしか認められていない権利だ。

しかし、女性には知的障害があり、認知力もかなり低

下している。本人の同意を得るのは、難しい状況だつた。

一方、女性には遠方で暮らす親族がいるものの、高齢で

ほとんど外出できないため、財産管理などの監護 (注①)

は成年後見人 (注②)に委ねられていたのである。

そこで木村は、女性の親族と後見人の承諾を得たうえ

で検査の同意書にサインした。しかし、その後に主治医

の日から飛び出した「延命措置」という言葉は、想定外

であり、正直、戸惑つた。

「第2三恵園」は、定員50人の入所施設。入所者の   実はこのとき、本村の頭にはさまざまな「もしJが浮

平均年齢は68歳と、高齢化が進んでいる。        かんでいたという。
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現場で迫られる重い決LAF

もし、末期がんで余命が限られているとしたら一。も

し、気管切開や胃痩 (注③)による経管栄養措置が必要

になった場合、だれが同意すべきなのか…。本人の意思

が確認できない状態とはいえ、第二者の立場でこのよう

な判断を下していいのだろうか。文字通り、重い決断を

迫られていた。

だが、不幸中の幸いというべきか。結果的に木村の戸

惑いは杞憂に終わる。その後、行われた精密検査の結果、

大腸がんの疑いが完全に払拭されたからだ。女性は現在、

体調も回復し、施設に戻つて元気に生活している。

「施設の利用者さんとはふだんから家族以上に長いつ

きあいがあります。でも、医療同意は場合によつては人

の命をも左右する重い選択。本人にとつて命を延ばすこ

とがほんとうに幸せなのか。おそらく神のみぞ知ること

でしょう。たとえ自分の親であっても、軽々しく決める

ことはできません」

木村は、苦しい胸の内を打ち明けた。

本人の同意がない医療行為は ?

木村は 1993(平成 5)年、第 2三恵園の開設と同時

に生活支援員として入所した。今年で勤続 21年目だ。

5年前から施設長を務めているが、今回のような場面に

遺過したのは入職以来、初めてだという。

「正直、こんな時でも音は家族の方と同じような対応

ができていたんですが…」

木村は、そう振り返る。要するに半」断能力が低下し、

しかも家族がいなかつたり、連絡がとれない利用者さん

の手術や精密検査が必要になつた場合、施設の職員が本

人や家族に代わつて医療同意を行う慣習が現場ではごく

自然な形で続けられてきたというのである。

ふだんから利用者さんと最も密に接している職員だか

らこそ、家族と同等の役割を担うことができたのだろう。

しかし、その状況が近年、大きく変化している。手術

や薬剤投与などによる医療過誤が民事裁半1に持ち込まれ

る事案がクローズアップされるようになり、医療同意の

判断に関しても、より厳格な法運用が求められるように

なってきた。

つまり、本人や家族の同意がない医療行為は法律違反

として罰せられるため、医師は、手術などの医療行為を

拒否するケースが多くなる。

患者にとって、本当にそうした現状がいいのか。社会

問題として表面化し始めている。

法の空白をどう埋めるべきか

木村自身、5年前に今回の伏線ともいえるケースを体

験している。
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顔写真は、それぞれの星座に該当する誕生日のみなさんです。創刊号では、社会

福祉法人「産経新間厚生文化事業団」のみなさんに登場していただきました。 ・・　
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牡 羊 座 3月 即 日～ 4月 19腱 まれ

スイカ割 り、赤 とんぼ …。四季の移 ろ

いに恵みあ り。救われる。

お う し さ

牡 牛 座 4月 20日 ～5月 20腱まれ

積み重ねの成果が輝くシーズン。日々

の些事こそ、大切に。

ふたござ

双 子 座 5月 創日～6月 刻離 まれ

環境変化への対応、順調に。最強の

味方は利用者さんの思いやり。
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救護施設

三恵園

山村 妙恵さん

障害者支援施設

三恵園

中 千明さん

障害者支援施設

なごみ苑

佐川 久忠さん

塵霞座 6月 22日 ～7月 22日 生まれ

土台固めの時。お しゃれに機敏 に しつ

か りと。金銭運 ・旅行運、ともに吉。

し  し  さ

獅 子 座 7月 23日～ 8月 22日 生まれ

突破 回はいつ も日の前 に。積 極性 が

未来 を拓 く。用地 は今 が 「買い J。

お と め ざ

乙 女 座 8月 23日 ～9月 22誰まれ

地域との関係性が軌道に。冠婚葬祭を

大切に。家庭力もアップの兆し。

法人本部

企画推進本部

上野 歩さん

障害者支援施設

すみれ工房

寺床 明修さん

障害者支援施設

三恵園

仲義 智陽さん
Geminl
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女場面に

うな対応

氏下し、

日者さん

哉員が本

到よごく

哉員だか

だろう。

3。 手術

う込まれ

貢同意の

5よ うに
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彗行為を

や。社会

外出でイチゴ狩りに行く直前に利用者さんが、 トイレ

で倒れているのが発見された。

大動脈瘤破裂の疑いがあり、一刻を争う緊急事態だっ

た。急きょ、 ドクターヘリで搬送されることになった。

この時、本村は搬送先の医師から「家族の同意がなけれ

ば、手術はできない」と告げられた。すぐに大阪府下の

利用者さんの自宅に連絡を入れ、自分が運転する車で家

族を迎えに赴いた。

この結果、病院に駆けつけた家族から医療同意書にサ

インをもらうことができ、病院での処置が出来なくなる

状態にはならなかった。

「高齢化が進むなか、同様のケースが今後も起きるこ

とは想定しておかなければなりません。ただ、施設長が

ご家族や成年後見人に代わって医療同意書にサインをす

る時はなんらかの法律的な根拠がほしい。一部の人間だ

けに責任を負わすのは、やはり酷だと思います。実務運

用のなかで法律の空白が生じているのは明らか。それを

どうやつて埋めていくべきなのか。議論を重ね、利用者

さんの最期をどう迎えるかを考えるきっかけにしていき

たい」

木村は、こう話した。

現場の声も医療同意の判断に

では、医療同意について、現場の職員はどう考えてい

るのだろうか。

第 2三恵園の主任、福本宗幸 (33)は 昨年、ある手

術が必要になった利用者さん (高齢男性)の医療対応で

奔走した経験がある。その際、病院猥1か ら求められたの

が、手術の全身麻酔に対する家族の同意だった。

だが、男性の家族とはなかなか電話連絡が取れず、毎

晩のようにファックスを送って状況説明を続けたとい

う。結局、家族から医療同意書のサインをもらい、手術

を行うことができたのは約 1カ 月後だった。

福本は、こう語る。

「緊急性を伴わない手術なので、ご家族もそれほど重

要だとは思わなかったのかもしれませんが、ふだんから

利用者さんと接しているのは私たち施設の生活支援員で

す。私たちの支援の仕方一つで利用者さんの生活も変

わつてしまう。それだけ責任の重い仕事をやっていると

いう自負はあります。だからこそ、利用者さんを支える

現場の人間の声を、医療同意の判断にも反映できるよう

にしてほしいですね」

福本は中学時代、行政の福祉係として長年勤務した父

親が病気で倒れたことをきっかけに福祉職を目指すよう

になり、福祉系の大学に進学した。10年前、第 2三恵

園に生活支援員として入所して、利用者さんと日々向き

合ってきた。

「亡くなられる前、「ここにいて本当によかった』と自

利用者 ■|し の食事を ,,1-卜 |う 栴本
=プ

t,1撮景|

分の気持ちを正直に伝えてくれた利用者さんもいまし

た。この仕事を続けてきて、本当によかったと思えた瞬

間です」

福本の言葉には、仕事への誇りが滲んでいた。

全施設共通の喫緊の課題

医療同意については、日本弁護士会連合会や司法書士

会連合会による法制化に向けた動きも活発化している。

司法書士の会員でつくる「成年後見センター・リーガ

ルサポート」(松井秀樹理事長)は 2009(平成 21)年、

中間報告を発表し、「本人以外の者による医療行為の同

意の代行決定に関する法律 (仮称 )」 の制定の必要性を

訴えた。

さらに今年 5月 には「家族がいない場合、あるいは

家族が代行決定をしない場合のセーフティガードとして

成年後見人や市町村長を代行決定者とするとともに、家

族による場合も含めて、代行決定者による意思決定のプ

ロセスを透明化すること」を提案したばかりだ。

第2三恵園を運営する社会福祉法人「産経新聞厚生文

化事業団」には、10の入所や通所などの施設・事業所

がある。グループホームも、23か所で運営している。

医療同意の問題は、利用者さんの高齢化の進展に伴って、

どの職場にも共通する喫緊の課題となっている。

(敬称略 )

ビジュアルア

「

ツ専門学校 杉原 涼太)

PhOtO by Ryota SUGIHARA

注①

監護

監督 し、保護すること。身辺監護は、子どもの世話
をしたり、躾や教育をすること。成年後見人 (注②を

参照)が、対象者の財産を管理することも「監護」と
いわれる。

注②

成年後見人

成年後見制度に基づいて選任される。成年後見制度
は、記憶力などに障害がある高齢者、知的障害者、精
神障害者など判断能力が不十分になった人たちを保護
するための制度。

家庭裁判所では、本人の判断能力の程度に応じて、
成年後見人、保佐人、補助人を選任する。

判断がほとんどできない人のために選任されるのが、

成年後見人。成年後見人は、本人の意思を尊重し、か
つ本人の心身の状態や生活状況に配慮 しながら必要な

代理行為を行う。また、本人の財産を適正に管理 して
いく。

具体的には、本人のために、診療・介護 福祉サー
ビスなどの利用契約を結ぶ。本人の預貯金の出し入れ
や不動産の管理も行う。

油Э

胃痩(い ろう)

―スを体

水分や栄養を回から摂る (経 口摂取)こ とができな :

くなった人に対して、お腹の皮膚を切開して穴を開け、 :
胃の中にチュープを通 して、食物や水分、医薬品を直 :

接流し込んで投与するための処置。1980年 代にアメリ :

力で開発され、世界的に普及 して

|で は、社会

した。

この欄を担当しているのは、専門の占い師ではありません。福祉現場にかかわり

ながら、星座にひときわ興味を持っているMr Xが占っています。

ヲξ甲甲座 9月 23日 Ю月 23日 生まれ

生 き残 る●)は 強者 て 1,賢 者で もない

変化できる者 {ダーウィン
)。 恋愛運吉 .

さそりさ

斑歌歴整 10月 24日 ～■月即 日生まれ

課題 は続 くが、必ず道は開ける。一歩

ずつ前へ。時 々、空を見上 げよう.

い て さ

射 手 座 11月 22日 12月 21日生まれ
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障害者支援施設

三恵原

田畑 信彦さん′

障害者支援施設

くすのき学園

西Jtt l重 さん

||11ま l業古
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障害者支援施設

第 2三恵園

浦平 佳代子さん

障害者支援施設

くすのき学園

塚谷 正憲さん

山 羊 座 12月 22日 ～1月 19離まれ

暮らしを彩る芸術・文化が活路になる。

さらなる試みにチャレンジを。

みずがめざ

水 瓶 座 1月 20日 ～2月 18日生まれ

グルメ旅は吉。おもてなしの心に磨き

がかかる。お客さま、増加へ。

うおさ

魚 座 2月 19日～3月 20日 生まれ

心機一転、興味の対象を広げるとき。

自己啓発がキーワード。

躙
丸

匝 亜 亜 亜 コ 1型卦

scorpius

顆
頭 アッた 櫂 の)飢

黎 『裁醐
, ,ス ペー:1こ つき

■■‐ ■ 佐司紀子さA,



| ブ
｀
り|′ ―プホームは「施設」なのか

滸蟄扮霰已鞣薇腱魃鶉聰鑽鶯蝠檄
■麟経新聞厚生文イに事業国理事

レ褥藁なさん(5劾

腫害者支援施設 F三恵園J施設長

富脇糞悔悪さム,い神

消防法施行令の改正で、2015(平成 27)年 4月 から高齢者や障

害者のグループホームなどに原則、スプリンクラーの設置が義務づ

けられることになつた。これに伴い、火災報知器の作動と同時に消

防への通報を運動させるように運用基準が変わり、建築基準法に基

づく行政指導も強化される。背景には、各地で相次いだ高齢者のグ

ループホームの火災がある。しかし、支援する施設や入居者にとつ

ては設置・改修工事による新たな費用負担を強いられる。施行まで

半年。今からでも遅くはない。一律的な法運用は、見直すべきでは

ないか。そんな声があがつている。       (文  今西富幸)

Text by Tomiyuki IⅣ臥NISHI

まず、今回の法改正までの流れを見ておこう。ここで

は、障害者のグループホームにしばって検証する。

現時点のスプリンクラーの設置基準では、延べ床面積

275平方傷以上の入所施設 (障害児・重度障害者)ヘ

義務付けられ、グループホームでは障害程度区分4以上

の利用者がlllね 8割を超える場合に適用される (消 防法

施行令別表 l「 6項 口J=13面 のメモ参照 )。

この基準は、2006(平成 18)年 2月 、長崎県大村市

の認知症高齢者グループホームで7人の入所者が死亡し

た火災を機に検討され、2009(平 成21)年に施行された。

戸建ての家で4人の利用者さんが暮らすグループホーム

リンクラーを導入するのだが…

来春までにスプ

=池田市伏尾台

こちらは府の方針が決まってから対応するという。

実は最初の3ホ ーム、開設時に自動火栞報知器や煙感

知器などの設置ですでに計約 450万 円の工事費を計上

している。今回のスプリンクラー設置に伴う工事費は、

水圧を上げるポンプも増設する関係で、計約 1800万円

にも上るという。

このうち半額は府の補助金でまかなえることが決まつ

たが、それでも実質負担額は約 900万 円となり、かな

りの支出だ。今秋から順次、工事に入るが、火災報知器

と消防通報を運動させるシステム導入のための工事費も

今後、新たに発生する。

このため、法人では入居者の障害基礎年金から毎月数

千円ずつの応分負担を求めることを決めた。支給される

年金額は、障害1級の場合でも月額8万円余り。この中

から食費などもやりくりする入居者にとつて、数千円は

決して少ない額ではない。

「まさに苦渋の決断でした」

グループホームを統括する法人理事の永棟真子 (52)

は、こう話した。

自助努力に配慮を

「利用者さんの安全を火災などから守ることは、私た

ちに課せられた当たり前の大原則ですが、今回の法改正

はハード対策にばかり重点が置かれ、施設の自助努カヘ

´
・ 嚇    .
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相次いだ火災

しかし、その後も、高

齢者が入居するグループ

ホームの火災が相次い

だ。

2010(平 成 22)年 3

月に北海道札幌市で7

人、2013(平 成 25)年

2月 にも長崎市で5人が

死亡。いずれも延べ床面

積が 275平 方イπ以下の

施設だつた。

この事態を重く見た厚

生労働省は、2013年 の火災後、延べ床面積 275平 方

(E未満の認知症高齢者グループホームを運営する全国の

522事 業所を対象にスプリンクラーの設置状況を調査。

この結果、未設置が全体の9割 に及んでいることがわか

り、「6項口」の規定は残したものの、延べ床面積に関

係なく、スプリンクラーの設置を義務付ける今回の法改

正が行われることになつた。

設置期限は、新設のグループホームは来年3月 まで、

既存施設の場合、2018(平成 30)年 3月 まで猶予期間

が設けられる。

「6項口」に該当するグループホームは、全ホームの

H4%。 現時点では、約9害 Jが義務化の対象外ではある。

苦渋の決断

大阪府豊能郡能勢町と池田市で、法人所有の家屋を利

用したり、民家を借りたりして知的障害者や精神障害者

の 23のグループホームを運営している産経新聞厚生文

化事業国の場合はどうか。

法人が運営する23ホ ームのうち、「6項 口」に該当

するのは能勢町の「あやめホーム」(入居者7人)と池

田市の「はなみずき」(4人 )、
「もくれん」(5人)の計

3か所。池田市には、他にも府営住宅を借りた「6項口J

に該当するホームが2か所あるが、改修する場合、ホー

ムが1室でもあると府営住宅の全戸が対象になるため、

:i

:|
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臨土童自庭壺 3月 創日～4月 19日生まれ

味覚の秋、主役になる機会多い。個々

人に合つたメニューこそ命の糧。

お うしざ

喩土倒卜燿麗 4月 20日～5月 20日生まれ

初々しさは気の若さから。加えて、笑

顔と遅しさで好感度アップ。

ふたごさ

双 子 座 5月 刻日～6月 即 El■まれ

音楽は心の友。リズムは暮らしの根Fl● 。

日中活動にも生かすべし。

創刊第2号では、社会福祉法人「産経新聞厚生文化事業団」のみなさんに登場し

ていただきました。顔写真は、それぞれの星座に該当する誕生日のみなさんです。

自蛋庭菫6月 22日～7月 22日生まれ
周囲の岡J腕に育てられる日々続く。ア

タッカーの瞬発力活かして吉。

し し ざ

;師電「纏鰹7月 23日～8月 22日生まれ
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障害者支援施設

なごみ苑

堀 斗司裕さん

聰
赫

新天地の仕事は茨の道。救いはお月さ

まとお星さま。苦多ければ実り多し。

おとめ ざ

Z3髯で歴整 8月 23日～9月 22日 生まれ

美の神髄は耐えること。リーダーシツ

プ発揮できれば、大輪の花が咲く。

福7■4目談事業所

くすのき

酒丼 美智恵さん

救護施設

三恵園

麹谷 彩子さん
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障害者支援施設

三恵園

野田 佑華さん
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「消防法施行令」別表第 1「 6頂回」

(スプリングラー設置の対象家屋 )

特別養護老人ホーム、認知症対応

型老人共同生活援助施設 (グループ

ホーム)、 乳児院、救護施設、障害児

入所施設、障害者支援施設、障害者
短期入所施設、障害者共同生活援助

施設 (グループホーム)な ど。この

うち、障害者支援施設、短期入所施設、

障害者グループホームは、障害程度

区分 4以上の者が、おおむね 8割 を

超えた場合に対象とする。

の評価や利用者さんの地域参加の成果などに配慮する視

点が欠けています」

永棟は、こう語気を強める。

法人が運営する「6項口」に該当するグループホーム

では、夜間も支援員が必ず寝泊まりし、火災などの異常

があつた場合でもすぐに入所者を避難誘導できる体制を

整えている。永棟が強調する「自助努力Jの一つだ。

また、法人の運営する23の グループホームは、すべ

て民家に入居する形での活用で、

火災事故があつたような「小規模

施設ふうJの建物ではない。一般

の人と同じ暮らしをめざす、ごく

普通の生活空間と位置づけている。

職員が何度も地域をまわって障害者の暮らしについて

の理解を求め、日頃の自治会活動にも障害者といっしょ

に参加。「地域住民の一員」としての人間関係をつくっ

てきているのも、このためだ。

昨年夏の夜、能勢町でのこと。長年グループホームで

暮らし、74歳で亡くなつた入所者の通夜が営まれた際、

近隣住民が参列者のために自主的にそれぞれの軒先の明

かりを灯し、ホームまでのまっ暗なあぜ道を照らしてく

れた。ホームの利用者さんが、いかに地域の人々に親し

まれているか。それを物語る逸話だ。

理念に逆行する施策

そしてなにより、グループホームには、かけがえのな

いメリットがあるという。

障害者支援施設「三恵園」(池 田市)の施設長、宮脇

真佐恵 (44)|ま、次のように断言する。

「利用者さんは、施設から地域に出ることで大きく成

長します。集団生活から自立し、できる限りのことは自

分でやる。地域のひとたちと一緒に活動し、ときには『あ

りがとう』という言葉を贈られることもある。それが本

人の自信へとつながり、どんどん輝き出すんですよ」

池田市立くすのき学園が運営する「くすのき庵」
ホームで暮らしている

ある法人本部職員が 10月 2日 夕、池田市のグループ

ホーム「はなみずき」と「もくれん」を回つた。そのと

き、テレビを観ながら一室でくつろいでいる利用者の顔

を見てつぶやいた。

「こんなに穏やかな顔を見たのは初めて。ご家族にも

見せてあげたい…」

この利用者は日中、施設に通っている。その時には想

像できないような柔和な表情に、職員は「ホームの素晴

らしさ」を改めて感じたのだ。

「施設から地域へ。国は、障害者の社会的自立こそ、

めざすべき支援の方向だと打ち出している。その一翼を

担うのが、グループホームだったはず。今回の法改正は、

明らかにその趣旨に逆行するように思えてなりません」

永棟と宮脇は、こう話した。

一般住宅なのか、寄宿舎なのか

建築基準法上の課題もある。グループホームは、建築

基準法では不特定多数が利用するとの理由から、「一般

住宅」ではなく「寄宿舎」として位置づけられている。

このため、延べ床面積 100平方イt以上の既存の住宅を

グループホームに転用する場合、

建物の用途変更を行政に申請す

る必要があるのだ。

また、施設面でも防火間仕切

り壁の設置や敷地内の通路幅を

で働く山本雅人さん。今春から親元を離れて、グループ

(写真 高田鴻平 =大阪芸大写真学科3回生)

PhOtO by Kohei TAIKADA

15イt以 上確保するなどの条件をク

リアしなければならず、ここでも新

たな費用負担が発生する。

ただし、福島、鳥取、愛知の3県

のように自治体独自の判断で「一般住宅」として使える

条例をつくるなどの緩和策を打ち出している所もある。

「設備面の負担からグループホームが減っていけば、

障害者のみなさんが地域で暮らすことがますます難しく

なる。その選択肢を奪わないではしい」と永棟は話す。

知的障害者を支援する社会福祉法人「全日本手をつな

ぐ育成会Jは昨年 9月 、「スプリンクラー義務化が『暮

らす場』の選択肢を奪わないように」と題した次のよう

な声明を発表した。

くグループホーム等の火災対策として本当にスプリ

ンクラーが効果的なのか、きちんとした検証がなされな

いまま義務化の議論が進むことに疑間を感じています

(中略)一 般の住宅と比して過度な火災対策がなさ

れた結果、住まいの『選択の機会』が失われるようなこ

とがあってはいけません>

この思いが、どこまで届くのか。厚労省や有識者のみ

なさんは、ぜひ、現地・現場を歩いていただきたぃ。

(敬称略)

うどん、のれん、包丁 小さな写真はいずれ

も「くすのき庵」で撮りました (高 田鴻平)
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この欄を担当しているのは、専門の占い師ではありません。福祉現場にかかわり

ながら、星座にひときわ興味を持っているMr Xが占つています。

ヲ電澤手歴壺 9月 23日～10月 23日 生まれ

心をつかむ魔法の杖が備わる。対人支

援・地域福祉推進に新たな光。

さそりさ

斑歌歴聾 10月 24日～■月創 El■まね

ナイチンゲールの言葉、輝く時。「天

使とは…苦悩する者のために戦う者」。

場寸電「 庭鰹 11月 22日～ワ月ν El■まれ

先輩、後輩とのタッグがモノをいう。

寒気のころ、休眠事業復活の朗報あり。

障害者支援施設

三恵園

西村 文佳さん

障害者支援施設

たんぽぽの家

上西 正浩さん

Ｘ

』

や ぎ ざ

ilJ+E .,+zzl-1trreE+an
プロジェクトが動く。物差しはただ一

つ。利用者さんの暮らしの質の向上。

みすがめざ

劇κ揺聞歴屋 1月 20日 ～2月 18日生まれ

金銭運は波乱ぶくみだが、恋愛の好機。

支えは伝達力。磨くべし。

うおさ

欝亀庭重 2月 19日～3月 20日 生まれ

新たな事案進む。着工の槌音近し。万

端の準備が、しあわせ呼ぶ。

Aquarius
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障害者支援施設

第 2三恵園

久次米 陽介さん

障害者支援施設

こすもす

深水 雅士さん

障害者支援施設

なごみ苑

中村 陽子さん



襦蘇燻鵬 人生の設計図をどう描く

社会福祉法人 l~i経新聞厚些又{ヒ事業国

相談支援事業所「福祉相談くすのき』

あか ね

所長 λ餘 雑音さ為鸞3)

主任 巫佛 基樹さぇズ39)

計画相談支援。おそらく、多くの人が初めて聞く言葉だろう。介護保険のケアプランと

同じ理念の、障害福祉版といっていい。2012年 4月 の法改正に伴つて障害福祉の分野に

導入され、3年間の経過措置を経て、今春から本格的に稼動する新制度だ。障害福祉サー

ビスを利用する一人一人の暮らしの設計図である「サービス等利用計画」を作成し、豊か

な人生につなげていくのが狙い。だが、全国の計画作成の進捗率は、昨年9月 時点で50%

にとどまっていた。

(文 今西富幸 /写真 陶器浩平)

Text by Tomiyuki IⅣ mNISH1/Photo by Kohei TOШ
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障害者への相談支援は、大きく分けて2種類ある。「一

般相談」と「計画相談Jだ。その違いを、社会福祉法人

「産経新聞厚生文化事業団Jの事例から見る。

一般相談の事例

「すぐ出向いて状況を確認してください J
2014年 10月 末。事業団が運営する相談支援事業所

「福祉相談くすのきJ(大阪府池田市)の主任、高橋基樹

(39)は、ある自治体の福祉担当者から突然、電話連絡

を受けた。ある男性の高齢の母親が、入院したという緊

急の知らせだった。

男性には、軽度の知的障害がある。母親が入院すると、

生活をサポートできる介助者が手薄になつてしまうとい

う。高橋は、すぐに男性宅に駆けつけ、本人の状況を確

認した。この結果、サポートなしでも現在の生活を維持

できると判断し、当面は定期的な見守りを続けていくこ

とにした。

ここまでが、「一般相談」と呼ばれる業務だ。

障害を持つ地域住民から寄せられる、さまざまな相談

に対する情報提供やアドバイスを行う。行政や他の福祉

●■.I II=¨ 11'1‖  ち
"t■
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「

|‐       サ_ビス等利用計画

事業者との連絡調整役も担う。いつ、相談の電話が入る

かわからない。携帯電話は、常に持つている。

計画相談の事例

連絡があった。

「本人の生活拠点を、在宅からグループホームなど外

部の施設に移行させたい」

暮らしが、がらりと変わる。いろいろなサービスを利

用する必要が出てくる。ここから、暮らしを総合的に組

み立てる「計画相談J業務の登場となる。

根幹をなすのが、「サービス等利用計画」 (メ モ参照)

の作成。介護保険のケアプランにあたる、暮らしの総合

設計図だ。

今春からは、入所施設の利用であつても通所事業所の

利用であっても、障害福祉サービスを利用するには、ま

ずこの「サービス等利用計画Jの作成が条件となる。こ

れをもとに、障害程度を判定する行政の認定調査を受け

て、「受給者証」を発行してもらい、初めてサービスが

決まっていく。

利用者さんで構成する、三恵園「ワン・ツー・スリー

楽団」。地域交流のイベント「感謗すとふれあいの広場」

で、ベルマンハープやハンドベルを奏でた (2014年秋、大阪府豊能

郡能勢町の障害者支援施設「第2三恵園」)

高橋は再び、男性の自宅に出向いた。本人から聞き取

り調査を行つた。今、男性を見守りながら、「サービス

等利用計画Jを懸命に創つている。

障害福祉サービスを利用する人を支援するための、 :
本人を中心にした総合計画。計画には、本人の生活  :
や心身の状況、ニーズ、その支援方針、利用するサー  :
ビスなどが記載される。               1
本人の希望する生活や困つていること、置かれて  :

いる状況を勘案 して、福祉 医療 就労などの総合  :
的な視点から、本人の生活を支えるために作成する。  :
「指定特定相談支援事業所」力`作成する。事業所の  :

代わりに、セルフケアプランという形で本人、家族等  :
が作成することもできる。               i

この計画をもとに、関係者が情報を共有 して、共通  :
の目的に沿つた一体的な支援をできるようにするのが  :
作成のねらい。                    i

施設や通所事業所、グループホームなどは、利用者  :
さんの「個別支援計画」について、この「サービス等  |
利用計画Jを受けて、具体的に支援する内容について  :
決めていく。                     :
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牡 羊 座 3月 即 日～ 4月 り 駐 まれ

急ぎすぎずに、力強く前へ。

人事に異才発揮の光明あり。

おうしさ

牡 牛 座 4月 20日～5月 20日生まれ

支援力、パフォーマンスカともアッス

艶やかな春を迎えそう。

ふたござ

ヌ叉]こ座 5月 21日～6月 21日生まれ

1年の振り返りからパワー生まれる。

根っこを伸ばせば、やがて大輪の花が。
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法人理事

例 レ=プホーム統括

永棟 真子さん

救護施設

三恵園

力]藤 幸恵さん

障害者支援施設

なごみ苑

榎並 美菜子さん

早春第 3号では、社会福祉法人「産経新聞厚生文化事業団Jのみなさんに登場し

ていただきました。顔写真は、それぞれの星座に該当する誕生日のみなさんです。

譴

蛯

屹

墾霞庭

=6月
22日 ～7月 22日生まれ

開運の鍵は手打ちうどん。

支援の現場 もおもてなしの心が一番。

し し ざ

llT子 座 ′月 23日 8月
'2日

常 詢

食と農と福祉の連帯こそ未来への希

望。まずは仕事の礎になる用地確保を。

おとめさ

乙 女 座 8月 23日 ～ 9月 22日 生まれ

教育現場 との連携 に新たな活路。

地域福祉推進の担い手に子どもたちも。

障害者支援施設

くすのき学園

乾 由美子さん

障害者支援施設

すみれ工房

板谷 久美子さん

障害者支援施設

たんぽぽの家

板野 浩明さん
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ここで、サービス等利用計画作成を含む、障害福祉サー

ビスを利用する「計画相談Jをめぐる手続きの流れを確

認しておく。

手続きの流れ

①申請・相談 障害福祉サービスの利用希望者 (本人・

家族)は、自治体に対して利用の申請をする。自治体

は申請者に「サービス等利用計画案提出依頼書」を交

付する。

②計画案作成依頼、契約 申請者 (本人・家族)は相談

支援事業所に利用の申し込みをして、契約を交わす。

③障害程度区分認定調査 自治体は申請者 (本人・家族)

に区分認定調査、サービス利用の意向調査を行う。介

護給付のサービス利用の場合は、障害程度区分認定審

査会にはかり、障害程度区分の認定を行う。

④サービス等利用計画案の作成 相談支援事業所が、本

人・家族と面談を行い、現在利用している事業所など

関係機関から状況を聴き、サービス等利用計画案を作

成する。

⑤サービス担当者会議 相談支援事業所などの呼びかけ

で、本人・家族、利用している施設、事業所などの関

係機関で「サービス詩利用計画案」の内容について話

し合う。      )  |
⑥サービス等利用計画彙の提出 申請者(本人・家族)は 、

「サービス等利用計画案J「計画相談支援給付費支給申

請書J「計画相談支援依頼 (変更)届出書Jを提出する。

相談支援事業所が代行することもできる。

②支給決定 自治体は、「サービス等利用計画案Jを参

考に支給決定を行い、支給決定通知書と受給者証を発

行する。

③サービス等利用計画の作成 相談支援事業所は、「サー

ビス等利用計画を作成する。

⑨サービス利用 申請者 (本人・家族)は、事業所と契

約してサービスを利用する。

⑩モニタリング 本目談支援事業所は、受給者証に記載さ

れているモニタリング期間ごとに、本人や家族、事業

所から状況を聴きとり、必要に応じて計画の見直しを

行う。

進捗率

2012年 4月 に障害者自立支援法の改正 (障害者総合

支援法に名称変更)に伴い、導入された「計画相談支援J。

繰り返しになるが、今春、制度の周知徹底を図る3年

間の経過措置が終わり、4月 からは原則、障害福祉サー

ビスを受けるすべての人が計画相談支援の対象になる。

では、その計画作成の進み具合はどうか。

全国の進捗率は、昨年9月 時点で平均約 50%。 群馬

県 (777%)や 愛知県 (775%)な ど60%以上を達成

した自治体が5割 を占める一方、福岡県 (249%)や
京都府 (27%)、 大阪府 (282%)な ど30%以 下の達

成率の自治体も l割強あり、取り組みの二極化が浮き彫

杵をつく女性デュオ「あまゆ―ず」のゆ―みん (愛称)。 ボランティアのメンバーもかけつけて
大声援。利用者さんは、このあと、つきたてのお餅をほおばった

(2015年 1月 25日 、大阪府池田市の障害者支援施設「三恵園」)

き取

ビス

りになった。

産経新聞厚生文化事業団の利用者の場合を見る。

事業団が運営する11の 入所・通所などの施設・事業

所と23の グループホームの利用者総勢約 230人 分の

「サービス等利用計画」の作成率は、2015年 1月 時点

で40%弱 の約 90人。大阪府の平均進捗率は上回って

いるものの、不1用者の多くが順番待ちの状態で、4月 ま

でに 100%を達成するのは困難だ。

計画を作成しているのは、高橋ら「福祉相談くすのき」

のスタッフ3人や池田市内の別の計画相談支援業務を

行う事業所のスタッフたち。前項の「手続きの流れ」を

みてもわかるように、1人のスタッフが作成できるのは

1カ月に4、 5人分だという。

全国の進捗率が、昨年9月 から飛躍的に伸びている

ことは考えにくい。福祉相談くすのきの所長、武石朱音

(45)は、「利用者さん一人一人の状態を把握するには

一定の時間がかかり、生活状況によっては、複数回の面

談を要する方もいます:も ちろん、計画を作成すればそ

れで終わりではなく、継続的なフォローが必要になる。

その人に合つたライフデザインをどう描けばいいのか。

でき得るぎりぎりの現状のなか、最大限の努力をしてい

ることを理解してほしいJと訴える。

報酬単価

もう一つ、進捗率の低さに通じる問題がある。計画相

談支援の報酬単価だ。報酬単価は、利用者 1人につき計

画作成料がl万 6000円 、モニタリングが1万 3000円 。

遠方に住む家族の聞き取りなどが必要なケースもある

が、こうした際の交通費は含まれない。

1人 の相談員が 1カ 月 5人の計画相談をこなしたと

しても、10万円になるかならないかだ。業務内容に比
べて、はたしてこの金額が妥当なのか。

この現状について、厚生労働省障害福祉課の鈴木智敦・

相談支援専門官は、「どの事業所も、潤沢とはいえない

状況のなかで、相談支援業務に取り組んでもらつている

と思います」と一定の理解を示しながらも、「サービス

等利用計画の作成単価は、介護保険のケアプランに比べ

ても高い。モニタリングを活用するなど、全国的に実績

を上げている事業所の成功事例を研究して、工夫しなが

ら業務にあたってはしぃJと 話す。

1カ 月に30～40人 の計画作成は可能だ一とする、厚

労省関係者もいる。経過措置の期限が切れる4月 以降、

厚労省は地域の指定特定相談事業者で作成めどが立たな

い場合、事業者に代わつて各市町村が代替計画案を作成

する方向を打ち出している。ただし、これも1年間の限

定措置に過ぎない。

武石は、こうつぶやいた。

「サービス等利用計画が、本人のためになるように作

成されるよう、体制の充実が刷新されることを、現場の

福祉職員は心から望んでいますJ

切実な課題が、私たちに、そして国に突きつけられて

いる、と言えないだろうか。

(敬称略)

号し

「 。

この欄を担当しているのは、専門の占い師ではありません。福祉現場にかかわり
ながら、星座にひときわ興味を持っているMI Xが占っています。

天秤座 9月 23日～10月 23離まれ
時には天使、時にはおどけ者。

留馴「

口 穴昔矢署の活躍で輝く施設、生まれる。

蠍 層蜃10月 2日～ 11月 21日生まれ

恋愛成就には、まず動 くこと。

真心は不可能を可能にする力あり。

い て ざ

射 手 座 11月 22日 ～ 12月 創 離 まれ

梅、桃、桜…季節と共に上り調子に。

場 を仕切るリーダーシッス 益 々冴える。

障害者支援施設

三恵園

角田 みどりさん

障害者施設

第 2三恵園

金丼 彰寛さん

障害者支援施設

三恵園

山本 隆之さん

AIL`薔 us ダイエツトの努力が報われる。

Ъ
．一̈
雛

山羊座 12月 22日～1月 19離まれ
増改築の先に大きな希望が見える。

今はしっかリプランの熟考を。

みずがめざ

水 瓶 座 1月 20日～2月 18日生まれ

大きな転機、訪れる予感。

魚座 2月 9日～3月 20腱まれ
桜の銘木、一層美しさ増丸

自然への感謝の心、みんなの幸せ呼ぶ。

障害者支援施設

第 2三恵園

楠田 青目雄さん

障害者支援施設

くすのき学園

芦田 大地さん

救護施設

三恵園

本多 清美さん

聰
赫
馴
赫
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全国車椅子マラソン in横須賀 日崖カップ追浜チャンピォンシップ

能得
賀港から師走の浜風が届く。2014年 12月 6日 、日産自動

車追浜工場 (神奈川県横須賀市)。 ふだんは車両の走行実験に使わ

れるテストコースに全国から色とりどりの車椅子ランナーが集っ

た。15回 目を迎えた「全国車椅子マラソンin横須賀 日産カップ

追浜チャンピオンシップ」だ。

前日から3日 間の日程で始まり、この日は翌日のハーフマラソ

鰈車椅子陸上競技アスリー ト
つ ち だ  わ  か  こ

自分鶉可能」造に向かって走れ !

ンの前哨戦ともなるGRANIDRⅣE記録会が開かれた。車椅子を

体験する健常者もエントリーでき、子どもから大人まで 180人余

りが参加。熱気に包まれた会場には、自己記録に挑戦するランナー

たちを特別の思いで見つめる2人の車椅子アスリートの姿があっ

た。 (文 今西富幸)

Text by Tonl、強H IMANISHI

豊炒饂歌なさんは。
自分の可能性を広げたい リオパラリンピックロ指し

一歩ずつ前ヘ

「いいぞ。がんばれ !J

レースも終盤だった。大半の選手がゴールした誰もい

ないコースに少年ランナーの姿が見えると、ゴールで待

ち構える土田和歌子さん (40)が声を上げた。少年は

重いハンディのため、歩くようなペースだが、車椅子は

着実に前へ。「ファィト!J。 先にゴールを切った車椅子

の子どもたちもいつの間にか、土田さんの周囲に集まり、

日々に声援を送り始めた。

「ここは自分の目標に向かって走るすばらしさを実感

する場でもあるんですJ。 そう語りながら、未来の次世

代ランナーを見つめる土田さん。これまで6回、パラリ

ンピックに出場し、日本人初の冬季・夏季ダブル金メダ

リストに輝いたトップアスリートだ。多忙な競技生活の

一方、こうした地域の大会にも率先して参加してきた。

ア イ ス ス レ ッ ジ か ら 陸 上 に 転 向

車椅子生活になったのは高校2年のとき、友人とドラ

イブ中の事故が原因だつた。「どうして私が…日と落ち

込んだが、入院先の病院で脊髄損傷の患者たちがカラフ

ルな車椅子で前向きに動き回る姿に勇気づけられ、懸命

にリハビリに打ち込んだという。

転機は事故から2年後に訪れる。興味本位で参加した

アイススレッジスピードレースの講習会で才能を見込ま

れ、3カ月後に迫った冬季リレハンメルパラリンピック

に急きょ出場することになったのだ。

これを機に本格的なアスリート生活に入り、1998年

の長野冬季パラリンピックは loooィκ、1500く Eで金メ

ダルを獲得。陸上競技に転向した2000年 のシドニー

ではマラソン銅、2004年 のアテネでも5000傷金、

マラソン銀と着実に記録を伸ばし、「アスリートとし

て自信につながりました」。

入院中の光景が再起のきっかけに

そして臨んだ08年の北京パラリンピック。この間、

コーチ兼マネジャーとして支えた高橋慶樹さん (41)

と結婚し、長男の慶将くん (8つ )を出産。育児をこ

なしながら、レース本番で 100%の実力が出せるよ

う万全の準備を整えた。だが、出場した 5000イ元では

ゴールロ前で選手同士のクラッシュに巻き込まれ、肋

骨を骨折。本命だった最終日のマラソンも棄権し、無

念の帰国を余儀なくされる。入院生活は2カ 月にも

及んだが、そこで目に焼きつけた光景が再起をつかむ

きつかけにもなったという。

それは病室の窓から見えるホスピス病棟だった。そこ

では昨日までいた人が突然いなくなってしまう。数日を

過ごすと、次に移ったのはなぜか分娩室の隣。今度は朝

から晩まで生命力に満ちた赤ちゃんの泣き声が聞こえて

くる一。

「自分自身、ひとの生死と向き合うことで強くなれた

のだと思います」

そう振り返る土田さん。自身が思い浮かべる福祉とは

どんなものなのか。質問をぶつけると、こんな言葉が返っ

てきた。

「福祉もスポーッと同じではないでしょうか。いろん

な方 の々理解がなければ成り立たない。だからこそ、人

とのつながりが大切になるんですJ。

もう一度世界の頂点に

この体験を機に現役続行を決意し、2012年 のロンド

ンパラリンピックは日本選手団主将として出場。翌年に

は自身が持つマラソンの公認世界記録を12年 ぶりに更

新した。

大会前には慶将君から必ず「一位になってね」とエー

ルを送られる。次の目標は2016年 、ブラジルで開催さ

れるリオパラリンピックだ。慶樹さんも「一緒に頂点を

目指したいJと 口をそろえる。

その思いに応えるように、土田さんは言い切った。

「自分の可能性を少しでも広げたい。夢はもう一度、

世界で一番になることですJ。

夢を倉」る文化活動ヘ
こんにちは。

私達ジェネシスォブェンターテイメ

ントは障がいのある人が車いすダンス

など、自身の文化芸術活動を通して自

分の生活を支える新たな仕事の創出を

目的に活動しています。

具体的には、車いすダンスの芸術鑑

賞公演や学校など教育機関への講師の

派遣などから、障がいのある人が芸術

家として収入を得られる分野の確立を

目指しています。

2015年 を迎え、国もダイバーシティ

の必要性を周知していくなど、社会情

勢にも変化が見られます。

その中で障がいのある人の文化芸術

活動が単なる社会参加から社会に貢献

できる仕組みや構造を創っていくこと

の重要性を改めて感じています。

様々な障がいのある仲間と活動して

きた中で、ダンスを通じて自己実現や

自信を育む中で「誰かの役に立ちたいJ

という思いを持つ仲FH5も 多くいます。

また同時に教育機関などから出演依頼

は毎年多数いただけるなど、継続して

拡がりを見せています。

理由として、車いすダンスを見るこ

とにより子どもの時に「障がいが特別

なものではなく、可能性を感じられる

もの」という経験の教育的価値を長年

の活動から認められてきたとぃう経緯

があります。

しかし国には障がいのある人の文化

芸術活動を支援する施策は未だなく、

当会のような市民活動団体への助成な

どはありません。そのため活動を継続

し、発展させていくには独自での財源

確保が必要です。

そして障がいのある人の表現活動の

社会的地位を向上させ、何気なく子ど

もたちや社会へ元気を届けたい想いを

抱くなど、ひとりの市民として社会に

貢献できる。障がいのある人の表現活

動から、そんな文化が

あれば本当に素敵だと

想うのです。

更なる発展のために

今年から表現をしたいという障がいの

ある人の発掘と育成を渚の風を手にし

てくださつた皆さまや当会の想いに賛

同して頂けるあらゆる人達と夢を創る

文化活動へのチャレンジを進めていき

たいと考えています。

ジェネシスオブエンターテイメント

代表 坪田建一

ht“ 7/n wπ facebook com/
genesisofentertainment

坪田建一代表



帷 NPO『バラエティクラブジャバン」代表理事
ち  ば ま さ あ き

隕縣厖困さ蝙儡鋤

将来のパラリンピアン発掘したい
｀
待てない社会、を変えるために

大会サポートでチャレンジ精神を共有
ワミレスコスメティックス

「日産カップ 追浜チャンピオンシップJに
は多くの企業が協賛し、大会をサポートしてい

る。その一つが化粧品メーカー「ワミレスコスメ

テイックスJ(神 奈川県横浜市)だ。毎年、社員

有志がボランティアで参加し、力定する選手に声

援を送る。数年前からはレースにも出場し、今年

は社員5人が車椅子マラソンを実体験した。

閉会式でプレゼンターを務めた江原雅代・取締

役マーケティング本部長は「この大会を支援する

ことで社員が自分の目標にチャレンジし、互いに

結東する貴重な機会にもなっています。こういう

場所があることに感謝したい」と話す。

大会事務局長を務める日産追浜工場の古川彰

総務課長は「年 認々知度も高まり、このレースを

目標にする選手も増えてきた。地域の協力で街の

一体感が生まれており、CSR(企業の社会的責任)

の観点からも大きな意義があるのでは」と語つた。

東京パラリンピックにスターを

GRANDRIVE記 録会の閉会式。車椅子姿の男性が

レースに参加した子どもたちに熱つぽく語りかけた。

「みなさんもこれから経験を重ね、メダルをかけて

闘う日本代表になつてくださいJ

2020年 の東京パラリンピックに思いを託すメッ

セージだった。千葉祗暉さん (53)。 障害のある子ど

もたちのスポーツ振興を支援するNPO「バラエティ

クラブジャパン」(本部・埼玉県川国市)の代表理事

を務め、自身も過去 3回、パラリンピックに出場し

た車椅子陸上競技のアスリートだ。  ‐

20歳のとき、サーフィン中に首を骨折。半身マヒ

で歩けなくなつたが、「車椅子もあるし、これで人生

がゼロになったわけじゃない」。全く落ち込むことな

く、入院生活を早々に切り上げ、社会復帰を目指した。

リハビリ中、車椅子スポーツに出合つたのを機に陸上

競技を始め、2年後には全国身体障害者スポーツ大会

に出場。1998年 の世界選手権では、100傷 と1500

でEで銅メダルを獲得する。

障害を持つ子どもにスポーツを

NPO立 ち上げのきつかけは 1996年、アトランタ

パラリンピックに出場し、10代 の女子選手が3つの

金メダルをとるのを目の当たりにしたからだ。

「自分は仕事や家庭を犠牲にしてやっと出場し、そ

れでも決勝に行けるかどうかのレベル。なぜあんなに

メダルが取れるのかJ

調べてみると、海外では障害のある子どもへのス

ポーツ支援が日常的に行われており、その成果が記録

に結びついていることに衝撃を受けたという。

その一つが、カナダ・ トロントに本部を置く「バラ

エティビレッジ」のスポーツ教育プログラムだった。

取り組み内容を学ぼうと、足かけ3年 にわたって現

地を視察し、2001年 に「バラエティクラブジャパン」

を設立。パラリンピック日本代表選手を講師に招き、

障害のある子どもたちに陸上競技や車椅子テニスなど

を体験してもらうスポーツプログラムを展開してい

る。この活動から、ソチパラリンピックでスキーァル

ペン競技に出場した村岡桃佳さんをはじめ、多くの パ`

ラリンピアン、も誕生させてきた。

チャンスが平等な社会に

そんな千葉さんの目に、いまの社会はどう映ってい

るのか。

「｀
待てない社会゛だね。例えば、子どもが物を落と

したら、親がすぐに拾ってあげてしまう。それが自立

の芽を摘んでいることに気づいてくれたら」と指摘し、

さらに続けた。

「障害者を取り巻く環境は30年前に比べれば、バ

リアフリー化も進み、一見良くなったように思うかも

しれません。でも、盲導犬と一緒に入れるレストラン

なのに点字メニューがなかったり。社会そのものが、

まだまだ健常者の目線でしか考えられていないのが現

実。わがままは言わないけど、チャンスだけでも平等

な社会になってほしいJ

毎年、全国各地で開催するサマースポーツキャンプ

で陸上競技、バスケット、テニスの 3競技を必ず体

験させるのも、子どもたちの可能性を信じているから

だ。

「どの競技が自分に一番向いているかなんて実際

やってみなければ、わからない。それなのに、親が一

方的に決めつけようとするのはよくないよJ

千葉さんの信念である。

倒れてもただでは起きない

「久しぶりだな」。競技会場の一角で千葉さんが懐か

しそうに教え子に声をかけた。GRANDRIVE記録会

の 10キロコースで3位 に輝いた国士舘大学体育学部 3

年の西勇輝さん (20)だ。

小学4年のときから指導を受けてきたといい、「千

葉さんと出会わなければ、スポーッに熱中することも

なかった。人間としての成長もサポートしていただき、

僕にとって人生の師匠ですJ。

昨年 3月 、千葉さんは新たな取り組みを始めた。そ

の名も「スター創出プロジェクト」。有望なパラリン

ピアンを発掘し、競技指導はもちろん、将来の就労も

視野にセカンドキャリアをサポートする。

「倒れてもただでは起きない。そんなしぶとい人間

を育てていきたいね」

千葉さんの目が輝いた。
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¬‐■ :・mmm鸞 企業に広がる「こどキャラ」

さまざまな事情で親と暮らせない子ど

もたちを支援しているNPO法人「子ど

もデザイン教室J(大阪市東住吉区)が、

子どもたちと一緒に作つたキャラクター

を企業に販売する取り組みを行つてい

る。名づけて「こどキャラJ。

代表を務めるグラフイックデザイナー

の和田隆博さんが、2007年 に児童養護

施設の子どもが創作活動を通して自立す

る力を養う「子どもデザイン教室」を開

設。将来に備えて教育資金や自立資金を

貯められるように、子どものイラストを

企業で使つてもらえないかと、2012年

から「こどキャラ」の取り組みを始めた。

「不思議忍者Jは、大阪市の卸売販売

会社「アスト」から依頼を受けて制作

した高機能バンツのイメージキャラク

ター。中学 1年と小学4年の女の子2人

の作品を、こどキャラ担当デザイナーの

Text by Shino_AKASAKA

林田全弘さんがイラストに仕上げた。「デ

ザインを通して自信を取り戻し、考える

力や表現する力をつけてほしい。子ども

のタッチを生かして、いかに商業的な価

値を高めるか苦心しますJと、林田さん。

これまでにお好み焼きソースのラベル

や蕎麦屋の看板、企業のCSR報告書の

表紙などさまざまなところで採用されて

いる。昨年から一般向けにこどキャラ年

賀状もスタート。収益の25%が子ども

の将来の資金に役立てられている。

で

も

い

け

ら

で 「デザインを通して子どもた
ちに笑顔を」と村田さん

卦
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鰤鰺魃躙鑽滲さ頷
今すぐ動かなければ手遅れにな結

通れからの3年がものすごく大事です
今春から、生活困窮者自立支援法が施行された。社会福祉法の一部改正案も、今国

会に提出された。社会福祉法人に、お金に余裕がある場合は「地域公益事業」の実施

が義務化されるなどの内容だ。日本の福祉は岐路に立ったのか。日本地域福祉学会の

会長を務める上野谷加代子さんに、今後の福祉の歩みについて聞いた。上野谷さんぃ

今年3月 、「大切な6つの視点に基づく地域福祉計画」をまとめた大阪市社会福祉協

議会・大阪市地域福祉活動推進委員会の委員長も務めている。

(文 今西富幸′写真 陶器浩平)

Text by TomttukiI〕凸ヽ NISHI Photo by Kouhei TOHKI

「しあわせ探し」と
「しあわせづくり」

―地域福祉とは

その前に社会福祉。私流に言うなら、

社会福祉とは「しあわせ探し」と「しあ

わせづくりJ。 それを「だれJが担い、「ど

こでJ行 うのか。そこにすごくこだわる

のが、地域福祉だと思います。

まず主体について言えば、霞が関や大

阪府、大阪市といった話ではもちろん

なく、やるのは「私」。一緒にやるのは

「あなたJ。 鱗近所はもちろん、行政や福

祉専門職、企業とも一緒になってやりま

しょうということですね。

ご承知の通り、2000年に社会福祉事

業法が社会福祉法に改正され、全国一律

の「措置」の時代が終わりました。これ

は地域の特性を抜きにして、もはや「し

あわせ探し」も「しあわせづくり」もで

きないことを意味しています。

一地域ごとの独自性を反映させることが

福祉活動では重要だと

そうです。活動を「どこでJや るのか

についてですが、区単位であつたり、小

中学校区単位であつたり…。大阪市では、

さらに小さな支援拠点を創つています。

ただ、難病など地域だけでは対応できな

い問題もあるので、地域 (ロ ーカル)と

それをl■lrttし たグローバルな視点、つま

り グ`ローカル、 (メ モ参照)な視点が

必要になります。

今の日本の福祉を見ると、高齢者や障

害者をそれぞれ支援する拠点はあるけれ

ど、逆に分散化も進んでいる。これは一

見良さそうに見えますが、もっと重層的

にIEl域 の暮らしをトータルにサポートす

る拠点が求められていると思います。

地 域 の 支 え 、 間 わ れ る 1年

一生活困窮者自立支援法が施行された

自立というと生活保護に象徴されるよ

うに経済的自立を思い浮かべがちです

が、重要なのはそれだけでなく、多様な

自立があるということです。

夏の盆踊りを楽しむのも文化・娯楽的

自立だし、選挙に行くのも政治的自立。

きちんと自己責任を果たしながら24時

間、自分の生活ができることが本来の自

立の意味だと思います。

輻日本地域福祉学会会長

同志社大学社会学部社会福祉学科教授

う え  の  や  か  よ  こ

7″″
: うえのや・かよこ 1972年 、大阪

:市立大学家政学部卒、74年、同大

:学院家政学研究科修了。常磐会短期

:大学助教授、桃山学院大学社会学部

:教授、学部長などを経て、2005年

: から同志社大学社会学部社会福祉学

:科教授。日本社会福祉士養成校協会

: の副会長も務めている。

メモ グローカル

グローバルとローカルをミックス

した造語。地球規模の視野で考え、

地域視点で行動する。グローバル化

とローカル化を同時に進めて「現地

化」するという、日本企業の海外戦

略の理念・ポリシーとして 1980年

代に登場した。

そのためには、地域のつながりが重要

になる。福祉の専門職が活躍できるのも

住民やボランテイアも含め、後押しして

くれる地域があるからこそ。今回の法施

行に伴つて、それぞれの地域の在り方が

問われる1年になるでしよう。

一社会福祉法人改革を柱とした法案も今

国会に提出されてしヽます

地域における公益的な取り組みを社会

福祉法人の責務としたことに注目した

い。社会福祉法人ならこの思いはみな

持つていると思いますが、成果という点

ではバラツキがありました。

これを平準化し、みんなで底上げする

意義はあります。もちろん、その場合も

地域の協力が不可欠です。そもそも地域

福祉の概念に、施設は入らないと考える

向きもありますが、これは間違い。施設

も地域の大切な資源だという視点を忘れ

ないでほしい。

-2025年 問題が控えています。団塊の

世代が全員 75歳以上になり、5人に 1

人が後期高齢者になる

今すぐ動かなければ手遅れになる、と

いう認識を持つています。2025年まで

には、高齢化だけでなく、離婚、虐待、

子どもの貧困などから派生する問題がよ

り顕在化してきます。企業は、社員の退

職前から地域福祉への貢献を意識する必

要があります。支援は、重層化していか

なければなりません。

これからの5年が、ものすごく大事で

す。地域福祉にかかわる全員が、集中し

て力を出し切る局面です。

一大阪市地域福祉活動推進委員会で打ち

出された「6つの視点」の狙いは

社会福祉の ｀
教科書、みたいなものな

ので、行政や福祉関係者はもちろん、町

会長や民生委員といつた地域のリーダー

になる方にも読んでいただきたい。

6つの視点に共通しているのは「地域

が主役」だということです。日本の福祉

はこれまで障害者は障害者、高齢者は高

齢者というように対象者や年齢などの属

性で区分けされ、バラバラに対応する

ケースが多かつたわけですが、これから

は何で困つているのかという「ニーズあ

りき」で対応していくべきです。

高 ま る 社 会 福 祉 士 へ の 期 待

一今後、社会福祉士が果たす役割が大き

くなるのでは

その通りですね。従来のケースワー

カーとしての仕事だけでなく、住民の

ニーズを積極的に把握して地域をまとめ

る「コミュニテイ・ソーシヤルワーカーJ

としての役割も求められてきます。

また、スクールソーシャルワーカーと

しての期待も高まっています。

近年は認知症や障害を持った受刑者も

増えており、司法分野にも需要が広がり

つつある。ところが国家試験の合格率は

いまだ20%台で看護師に比べても著し

く低いのが実情です。このハードルを少

しでも低くして全体の人数を増やしても

らいたいというのが本音ですね。

現在、社会福祉士は高齢者施設、障害

者施設に勤務する方が圧倒的に多く、行

政職が数%に とどまっているのも問題で

す。民間委託だけで行政側に社会福祉の

専門家がいなければ、
｀
現場の刀、もさ

びてくる。行政も社会福祉士を専門職と

して積極的に採用していくべきです。

一家後に若い方々へのメッセージを

前向きさとチヤレンジ精神を持つてほ

しいですね。いまの社会に必要なのは｀
良

かつた探し、だと思います。これがなけ

れば、人FF5を見る眼力も批判力も育たな

いというのが私の持論。身の回りで何か

良かつたと思えるようなこと。それを貪

欲に探してください。

「命の尊厳と生活支援。それが社会福祉の本質です」

:■

4月 17日 、大阪市浪速区

一人ひと
'り

の暮らt′ を大切につるヒ.く みをつくる

同じ課題を抱える人たちを中心としたつながりをつくる

多様なメ・組織の強みを生か 1,た活動参加11協働をすJめ る

福祉の心を育み学びの機会をつくる

1  地域と社会福祉施設・福祉サービス事業者の交流と連携を強める

災害時に誰も取り残されない地域をつくる
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|「 |■ で`くみホーム|(養育里続中愛称 )

覺蒻雖輻隋鱚蝙腋扮鶉絋鰈晰蝙顆

大阪府福祉部子ども室

中国恭子室長に聞く

「はぐくみホーム」。大阪府が今年4月 から始めた養育里親の愛称だ。全国

的にも低い里親の委託率を高めるため、豊中市をモデルにした支援事業にも

乗り出している。大阪の里親制度の現状や愛称化の狙いについて、福祉部子

ども室の中岡恭子室長に聞いた。  (聞 き手 今西富幸 /写真 陶器浩平)

Text by Tomiyuki l■ IANISH1/Photo by 14ohei TO組

全国的にも低い
大阪の委託率

―一大阪府の里規制度の現状は ?

「大阪府の里親委託率は全国平均

156%に対し72%。 都道府県別では全

国で2番 目に低いのが現状です。里親に

もいろいろな形がありますが、養子のよ

うにどうしても一生子どもの責任を負う

というイメージが強く、委託率の低さの

一因になつていると考えています」

一―愛称化した理由は?

「こうしたイメージを一新する狙いで

子どもたちを一定期間、家庭に迎え入れ

てもらう養育里親の愛称を募り、1400

通以上の応募の中から審査を経てこの名

称に決まりました。『はぐくみ』という

言葉の持つぬくもりと生活の場としての

家を意味するホームを組み合わせ、いつ

も温かく迎え入れてくれる家庭で子ども

が里親とふれ合いながら健やかに育つて

いく制度であることを示しています。大

阪から新しいイメージを広げていきたい

ですねJ

週末里親制度から
はぐくみホームヘ

ーーどんな形でPRし ていますか

「里親制度への理解を深めてもらうた

め、里親希望者を対象にした相談会や里

親経験者に体験談を語つてもらうシンポ

ジウムを定期的に府内各地で開催してい

ます。また、各市町村の広報誌への掲載

や、大阪府のホームページに設けた『さ

とおや通信一あなたも里親に』を通して

『はぐくみホーム』をはじめ、こうした

さまざまな情報を発信しています。一定

の研修が必要なはぐくみホームや専門里

親という公的な制度とは別に、児童養護

施設で生活する子どもを週末や夏休みな

どに家庭に迎え入れていただく週末里親

の常1度もあり、まず最初はこの形から始

めていただくことも可能ですJ

――支援事業はどんな内容ですか

「里親の方へのサポートや トレーニン

グなどの支援をワンストップで行ってい

くものです。現在、豊中市を対象に事業

を進めており、地域の子育て支援の中で

も里親が活躍できる取り組みを進めてい

きたい」

一―これからの目標は

「『はぐくみホーム』の認知度を高める

とともに、里親の委託率も2019年度に

は 16%程度を達成できるよう新規里親

の開拓と支援を充実させていきたいと思

います」
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「はぐくみホーム」への想いを話す中岡恭子さん

(7月 13日 、大阪市中央区の大阪府庁別館前で)
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喧 十世紀から鰊贈り物』 (教文館から)「教文館     ILq撃,株

どのお話も、読み手の心の扉をコンコン

とノックしますo音を立ててコンコン、と

たたくのです。本当に、コンコンと 。

F・ アワズラー著・鳥羽徳子さん訳の「二

十世紀からの贈り物」(教文館刊)に収め

られた36篇の物語。

く登場人物は二十世紀の初めに、実際に

「これこれの場所で生活していた誰々さんJ

と言える方々です>(鳥羽さんの「はじめ

に」から)

つまり、今から 100年 ぐらい前の実話で

す。でも、時空を超えて 21世紀を生きる

私たちに、コンコン、と響くのです。

アワズラーは、どんな人なのでしよう。

1893年 1月 22日 、米国メリーランド州

ボルチモア生まれ。新聞記者、編集者、作

家…。書く、ことをなりわいにした人生を

送 り、1952年 5月 24日 、心臓病のため

59歳で亡くなりました。

贈り物、は、胸がときめくから贈り物な

のです。ひとたび蓋を開ければ、きらきら

した、一生の宝物が飛び出てきます。

どのお話にも、妖精が持っているような

魔法の杖が潜んでいます。一振りしたら、

枯れ木のやまも、みずみずしい緑の森と美

しいお花畑に変わる、あの魔法の杖です。

21番 目に収録されている「すばらしい

冒険Jも 、そんなクリスマスイブの実話で

した。生きられる期間はあとわずか、と、

お医者さんから告げられた、瀕死のホーム

レスの男性と少女との出会い一。

コンコン、コンコン…。心が弱くなりが

ちなあなたに、ぜひ読んでいただきたい一

冊です。

社会福祉法人「産経新聞厚生文化事業団」

理事長 平田篤州

教文館刊

本lA価格 1700円 +税

教文館
〒104-0061
東京都中央区銀座451
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直面する厳ししヽ現実

「お母さん。塾に行ってくるよ」

大阪府内の住宅街の一角。小学校から

帰つてきたひかりさん (12)=仮 名=
が学校のカバンを置く間もなく元気に駆

け出していった。ひかりさんは今年から

佐藤博之さん (58)=仮 名=一家と一

緒に暮らしている。

佐藤さんと妻のみゆきさん (51)=
仮名=は現在、ひかりさん、そして数年

前、2歳のときに受け入れたのぞみちゃ

ん (6つ )=仮名■の「はぐくみホームJ

だ。夫婦には4人の実子がおり、博之さ

んの母親と甥っ子を加えると計 10人の

大家族で共同生活している。

2人が初めて里親になったのは 2009

(平成 21)年 。里親活動に積極的な知人

から里親の啓発ビデオを見せられ、「自

分たちも何かできるのでは」(博之さん)

と思い始めたのがきっかけだ。とはい

え、里親になるために必要な研修を受け

ると、最初は驚きの連続だつたという。

例えば、児童養護施設で育った若者が

初めて社会に出たときに直面する厳しい

現実。ある女性はごみの出し方がわから

なかったため、ごみ袋が部屋にあふれる

状態に。別の男性は新入社員が集まる食

事会の席でフォークを落としてしまい、

善意のつもりで拾ったところ上司から嘲

笑されたことが大きなトラウマになった

という。「私たちがふだん当たり前に思つ

ていることも、里親が必要な子どもたち

には決して当たり前ではないのです」と、

みゆきさん。

当たり前の家族の姿を

これまで短期、長期を含め、10人以

上の子どもを受け入れている。なかでも

夫婦の印象に強く残っているのが約4カ

月間、生活をともにした小学校低学年の

女の子。学校でいじめを受けていたため、

上目遣いで大人をにらみつけるような子

だつたが、夫婦は実子と同じように接し

た。

夜はみゆきさんが一緒にお風呂に入

り、寝るときは必ず、添い寝をして彼女

の話に耳を傾けたという。すると女の子

|■1考91'イや91琴?肇
■

'「

|lfl

の表情は日に日に和らいでいき、佐藤さ

ん夫婦をいつしか「お父さんJ「お母さんJ

と呼ぶようになった。実家に戻つたいま

も、時々、姿を見せに来てくれるという。

博之さんは「当たり前の家族の姿を

知ってもらいたかっただけ。私たちは、

何一つ特別なことはしていません。ただ、

家族のサポートには感謝したいですね。

とくに、年齢の近い、うちの子どもたち

がいてくれたことで家族が一体になれた

のではJと振り返る。

6月 21日 の父の日。博之さんは、の

ぞみちゃんから手づくりのキーホルダー

をプレゼントされた。みゆきさんもよく、

草花でつくったブレスレットを贈られる

そうだ。

「お互い協力しないと里親は務まりま

せん。共同作業が増えた分、夫婦げんか

をする時間もなくなりました」と笑う博

之さん。みゆきさんは「里親だからと言っ

て気負いはありません。あくまでも自然

体でやっていきたい」と話した。

聰@:鶉 §巫鞭 み4´串:で考え.よ う

ある里親家族に聞く
両親の病気や離婚、そして児童虐待…。さまざまな事情で親子一緒に暮らせ

ない子どもたちを家庭に迎え入れ、温かい環境で育てる里親制度。1948(昭和

23)年 に始まり、全国に普及してきたが、里親の委託率は自治体間で格差があ

るのが現状だ。なかでも大阪府は72%と 全国の都道府県で2番 目に低く、今春

から「はぐくみホーム」という愛称で普及啓発に乗り出した。里親はどんな役割

を担うのか。ある養育里親の家族を取材した。 (渚の風取材班)

苺1

傷ついた子どもたちな家庭で
施設から家庭へ 政府が新方針

里親制度は1948(昭和23)年、児童福祉法に基づいてスタートした。日本では
長く児童養護施設や孝L児院などの施設養護が中心だったが、政府は20H(平成 23)

年、「傷ついた子どもたちは家庭環境下で養育されることが望ましいJと して家庭養
護を優先する方針を打ち出している。
現在、日本には約3万 7000人 の要保護児童がいるが、このうち里親に委託され

ているのは156%(13年 度末)。 海外では9割以上のオーストラリアをはじめ、香港、
アメリカ、イギリスがいずれも7割代と高く、先進国のなかでも日本の委託率の低さ
が際立っている。
都道府県別の里親委託率を見ると、新潟県が447%と 最も高く、次いで宮城県

(348%)、沖縄県 (329%)、 滋賀県 (317%)の 順。逆に最も低いのは秋田県 (62%)
で、大阪府 (72%)、 京都府 (74%)、 岐阜県 (85%)と続いている。

主な菫親の種類 (大阪府の里親リーフレジトから)|
①はぐくみホーム 事情があつて家庭で育てられない子どもを、一定期間、あるい

は子どもが社会的に自立できるようになるまで育てることが可能な方。
②養子里親 親が養育できない子どもを養子として育てることが可能な方。
③専門里親 虐待を受けた子どもなど、生活上細やかな配慮が必要な子どもに対

し、里親としての経験と専門知識を生かし、家庭で養育することが可能な方。
④親族里親 両親が死亡、行方不明などの事情により子どもを養育できなくなった
時、祖父母、兄姉など子どもの親族で、養育することが可能な方。

里親になるための要件                ‐

①心身ともに子どもの養育が可能な状態であること

②子どもの養育についての理解及び熱意並びに子どもに対する豊かな愛情を持って
いること     ヽ.

③経済的に困窮していないこと

④子どもの養育に関し、虐待などの問題がないこと
⑤里親本人又は同居人が児童福祉法、児童買春・児童ポルノ禁止法の規定で罰金以
上の刑に処せられたことがないこと

※養育里親になるには、養育里親研修の受講が必要。
※里親の年齢は25歳以上であれば、養育可能な年齢まで登録可能。養育する児童
は基本的に7L児から18歳 までが対象になる。

登録里親になるための手続き (大阪府の場合)

①子ども家庭センターでのガイダンス (里親制度についての説明を受ける)

②基礎研修 (里親制度についての講義を受け、施設も見学する)、 認定前研修 (小

児医学、発達心理学、里親養育論など基本的なことを学び、施設実習を実施)を
受講する。

③面接・訪問調査 (子 ども家庭センターの職員が申請者の家庭に出向き、家族構成
や意向などについて調査する)

④審査 (調査終了後、児童福祉審議会が里親としての適否を審査する)

⑤認定 (審査意見に基づき、都道府県知事が里親として認定する)

⑥里親登録

登録里親が委託を受けるまでの流れ (大 阪府の場合)

①里親登録を行う

②子ども家庭センターから里親家庭を必要とする子どもの紹介を受ける
③紹介を受けた子どもの特性などを聞き、養育可能か検討する
④初顔合わせ (子 どもが生活している施設などで初の対面を行う)

⑤関係づくり (可能な場合は、委託決定前に面会やお泊りなどで関係をつくる)

⑥子ども家庭センターが委託を決定し、子どもを迎え入れる

里親に支給される手当や生活費     ‐

◎里親手当 (月 額)養 育里親 72000円 (2人日以降36000円を加算)

専門里親 123000円 (2人日以降87000円 を加算)

◎一般生活費 (食費、被服費など。一人当たりの月額)

乳児 56830円  乳児以外 49290円
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(日 本地域福祉学会会長、同志社大学教授)
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著者の可愛らしさ

が見え隠れする、と

いつたら怒られそう

だが、ふとそう思っ

てしまう本のつくり

だ。 |し,11l itギ ||,l,

第1章、第2章、第3章。それぞれの

冒頭の文章は「…かしら」で締めくくら

れている。「… …よい社会になるのかし

ら」(第 1章)と いつた具合だ。3章と

も案内役 (?)の「2匹のカエル」に語

らせているようにも読みとれるが、著者

を知つている人なら、誰もが「加代子

先生らしい」と思うに違いない。

プロフィールに添えられた写真に、「か

よこせんせのへやυ」と書かれたプレー

トが見える。教え子たちに慕われている、

著者の姿が伝わつてくる。い1発で、決

断がはやい。シンポジウムの進行役は、

彼女が一番。それでいて、可愛らしい

ところがあって…」。ある大学教授の、

そんな言葉が蘇ってきた。

さて、タイトルについて聞いた。

「30年、いやもっと前から、そもそも

社会福祉つて何かと考えていた。いき

つくところ、たすけられ上手な社会とた

すけ上手な社会を創つていくことだなと

思った。たすけているようで、たすけら

れ方を考える実践である と」

文章のわかりやすさにも、細心の気

配りをしている。たとえば下記のよう

な…。

くすべきこと (社会的使命)と、やり

たいこと (希望)¨ >

日本語をさらに日本語に訳している…

とでもいいたくなるような表現が、随所

に見える。「福祉言語ではだめ。生活者

言語にしないと…」(上野谷さん)。

本書は、京都新間に2009年から2

年間連載した文章に、書下ろしの文章

を加えたうえ、韓国語訳と英訳を添え

てまとめた。表紙、裏表紙のスケッチ

や挿絵、写真なども含めて、教え子や

建築家、小学生、障害児、福祉職らた

くさんの人々にたすけられた「協働 (コ

ラボレーション)作品Jだという。

「2011311を 踏まえてJと いう、書

下ろしの文章がある。執筆日は、2015

年6月 17日。

「私の緑寿 (66歳 )の誕生日。本の

いろんなところに想いを込めて、自分で

ひそかに笑つているんです。楽しいです

ね、本づくりつて…」

やはり、「かよこせんせ (い )Jだ。

(平田篤州)
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織倉堰警墨介凩黄鱈在施設「ライフ。ステージ舞夢』

燿職員餞呂鰤惧さ鰤儡②

介護は自分のプζ生の一部てす
京都府舞鶴市。ゆったりとした由良川を臨む高台に社会福祉法人「成光苑」が運営

する地域密着型介護老人福祉施設「ライフ・ステージ舞夢Jがある。フィリピン出身
のケアワーカー (介護職員)8人が勤務し、原田麻里さん (50)ιまそのりニダーだ。
30年前に来日し、日本で家庭を築きながら介護職として高齢化が進む地域を支えて
きた。「大好きなニッポンヘの恩返し」。自らの仕事をそう語り、人生の大先輩の命と

向き合う日々だ。 (文・写真 今西富幸)

Text&Photo by TomiyukiIⅣ 臥NISHI

イメージを変えたかった」と打ち明ける。

市主催のホームヘルパー2級講座で資

格を取 り、訪問介護に従事するように

なつたが、当時は本名の原田マリアフェ。

名刺を出すたび、外国人ゆえの偏見に直

面した。「フィリピンは夫が戦死した場

所。あなたの介護は受けたくない」と言

われたこともあるという。

天性の明るさと
前向きなジョーク

「これが自分の求めていた仕事なのかJ

戸惑いのなか、出会ったのが現在の

施設長、上野由香子さん (53)だ った。

成光苑では不足しがちな介護人材を増や

そうと約 15年前から、ヘルパー養成講

座を開くなどして在日フィリピン人の就

業支援を展開。これまで70人以上の外

国人ヘルパーを送り出している。

この理念に原田さんも賛同し、2001

(平成 13)年、上野さんの誘いで成光苑
へ。「ライフ・ステージ舞夢」がオープ

ンした7年前からいまの仕事を続けてき

た。現在は、フィリピン出身のヘルパー

たちをまとめるリーダーだ。

日々の仕事で力を発揮しているのが、

天性の明るさ。例えば「死にたいJと漏

らす人がいても「あちら (天国)は予約

しないと行けないのよ !」。

食事介助でも「食べないと元気になら

ないわ」など、ヘルパーがつい口にしが

ちな命令調の言葉は使わない。日わく「食
べてくれたら、私はほんとうにうれしい

Fetrlo sh$p

「マリさん !おはようJ

原田さんが担当するのは、認知症のお

年寄りらが共同で生活する施設内のグ

ループホーム。朝出勤すると、だれから

ともなく声がかかる。かつて軍港として

栄えた街にちなみ、入り口には「みなと

1丁 目J「みなと2丁 目Jと いう手づく

りのプレートが掲げられていた。

18人の利用者さんの大半が 80歳以

上だ。ラジオ体操が終わると、入浴介助、

レクリエーションと息つく1段 もない。昼

食と夕食も原田さんらケアワーカーがつ

くり、年に数回、利用者さんの誕生日に

フイリピンの郷土料理を振る舞うことも

ある。

フィリピン人の
イメージを変えたい

「やりがいがあって毎日が楽しい。で

も、これを仕事だと思ったことはありま

せん。自分の人生の一部なんですJ

そう語る原田さん。2005(平 成 17)

年に日本国籍を取り、日本語もすっかり

板についている。

グループダンサーとして舞鶴に来たの

は 1985(昭和 60)年、20歳のときだっ

た。翌年、働いていた店で日本人と知り

合って結婚し、娘にも恵まれる。当時は、

バブルの絶頂期。港まちの舞鶴には多く

のフィリピン人が興行目的で来日し、原

田さんもその1人だった。

だが、仕事への思いは複雑で「在日

フィリピン人と言えば、夜の仕事という

介護福祉士をめざす勉強会に臨む原田麻里さん (右)=6月 20日 、舞鶴市で

わ !J。 常に前向きなジョークで、利用

者さんの生きる力を引き出している。

施設では、fLの 7人のフィリピン人ヘ

ルパーのよき相談係でもある。利用者さ

んとの間で言葉の壁があるときはそのパ

イプ役となり、彼女たちの子育てや教育

など生活の脳みにも真剣に耳を傾ける。

4年前、経済連携協定 (EPA)の一環

で成光苑がフィリピン・マニラで介護人

材を募った際、面接に訪れた約 300人
の女性たちの通訳も買って出た。

利用者さんは自分の家族

過疎化が進む舞鶴市の高齢化率は、

287%。 慣れ親 しんだ利用者さんとの

永久の別れがふいに訪れることもある。

原田さんにとって一番辛い体験だ。施設

のオープン時から入所していた女性を看

取ったときは自ら、死化粧を施すエン

ジェルケアも担当した。

原田さんの仕事ぶりについて、上野さ

んは「頼もしい同志ですね。日本人で

はなかなか目の届きにくいところにも、

フィリピン人らしいホスピタリティを発

揮してくれます。多様な介護人材を育む

うえでも彼女の働きに期待 したいJと
エールを送るo

いまの目標は、介護福祉士の国家試験

に合格することだ。多忙な仕事の合間を

縫つて毎日30分以上、勉強に励んでい

る。

「いつのまにかフィリピンより日本に

いる方が長くなりました。施設の利用者

さんは、 1人 1人が自分の家族。そんな

思いで地域のためにがんばっていきた

い」

原田さんの思いだ。

颯輻隋腱腱躙躙輻輻 だ検もあヽ人生盤の盛二人ご会に 「ライフ・ステージ舞夢J施設長上野由香子さん

私は 2001年に社会福祉法人「成光苑」

に入る前から、在日フィリピン人女性たち

の支援を行つていました。きっかけは地域

で暮らす彼女たちの生き辛さを実感したか

らです。

ある女性は日本人男性と結婚して子ども

を授かりますが、彼の父親から性的な嫌が

らせを受け、一方、母親からはそのことで

逆恨みされたうえ、ついには子どもを抱え

たまま離婚を余儀なくされました。そんな

彼女が自立して生活していくにはやはり、

日本人と同じフィールドで働ける場が必要

だと考えました。

ちょうど前年に介護保険が施行され、介

護人材のニーズが高まっていた時期です。

そこでまず、訪問介護員 (ホ ームヘルバー)

養成講座を京都府福知山市で開設し、2年

後には舞鶴市でもスター トさせました。こ

の結果、当時、成光苑が運営していたヘル

パーステーションに、講座を受講した在日

フィリピン人女性 2人 をヘルパーとして就

労させることができたのです。

そして2008年の「ライフ・ステージ舞夢J

の開設と同時に、地域貢献事業として新た

に介護職員初任者研修をスター トさせまし

た。これまでの講座受講者は500人以上に

上り、このうち約 70人が海外出身の女性

たちです。最近ではフィリピンだけでなく、

中国やベ トナム出身の方も増えており、今

年は講座名も京都府北部在住の在日外国人

を中心にした「グローバル介護職員初任者

研修」に改めたところです。

ライフ・ステージとは人生の舞台のこと。

グローバル化がさらに加速しても、だれも

がその人らしく生きることで舞夢の主人公

になってはしい。施設名には、そんな思い

が込められています。これからも多様な介

護人材を育成して地域に貢献していくこと

が私の願いです。
上野由香子 さん




