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4 月 6 日、「成年後見制度促進法」が参議院の本会議で成立しました。障がい者団

体では、この法律の代行決定のもつ差別・独善性を指摘、当事者の自己決定支援を

強く訴えていますが、その問題点を堀副理事長に聞きました（6,7 面にも関連記事）。 

 旧来の禁治産者、準禁治産者の制度に代わって、1999

年に成年後見制度が成立した。行政処分としての措置制

度から契約制度に代わる介護保険制度の実施に伴い、ま

たそれが差別的であったことから、成年後見制度は一歩

前進である。 

 ところが、障害者権利条約第

12 条について、国連・権利委員

会は、成年後見制度のような代

行決定方式は条約に違反すると

いう判断を示している。欧米で

はすでに、ドイツの「世話法」、

イギリスの MCA（持続的代理権

授与法）など後見人の代行決定

方式をきわめて限定的なものに

しており、サウスオーストラリ

ア州などでは、FGC(ファミリー 

グループ カンファレンス)とし

て、本人が家族や友人、同僚な

どを自己決定の際の支援者に選

び、グループで決定を行うもの

としている。もちろん、後見人

制度はあるが。しかしながら、

このような欧米の国際的動向に

反して、日本は代行決定を中心

においている。 

 昨年 11 月の NHK ニュース

でも、横浜市の後見人である弁護士が被後見人の預金資

産 6000 万円以上を着服・横領したという報道があった。

むろん横領は赦されることではないが、むしろ「勝手に」

預貯金をおろせるという代行権の乱用が問題である。自

己決定を軽んじている制度と言えるからである。2014

年には年間このような着服・横領が 56 億 7000 万円に

およんでいることが明らかになっている。 

 制度には判断能力に応じて、後見人、保佐人、補助人

とあるが、なんと 8 割が後見人になっている。これは後

見人にすればすべて解決できるといういい加減な制度だ

からであり、いったん家庭裁判所で決定されると解任で

きないという制度にもなっている。 

 後見人には弁護士、司法書士、社会福祉士などが多い。

3 分の 1 は家族が後見人になっ

ているが、家族（兄弟姉妹）も

被後見人の財産をねらって、例

えば障害者に後見人である弁護

士をつけて施設にむりやり入所

させるという事態もおきている。 

 今回の利用促進法はこうした

制度を改めることなく量的拡大

を目的にした法律であり、昨年、

日本司法書士会連合会がその旗

振り役となって法律の制定を求

めたのである。弁護士も司法書

士も同業者間の競争も激しく、

最近では過払い金返還の期限が

切れる中、その「もうけ」先を

認知症や障害者に移してきたと

いえる。 

 後見人の手数料は月額 2～4

万円で、10 人も担当すれば月

30 万円ほどが入ってくる。事務

所の家賃分として有効である。

事務についても事務員に任せる

こともでき、家庭裁判所には収支報告書をだすだけでよ

く、10 万円以下については領収書を必要としない。この

ような手数料からは、たとえ財産数百万円をもっている

認知症や高齢者、障害者は 10 数年すれば預貯金が殆ど

なくなっていくという滑稽な制度でもある。 

 利用促進法はさらに、医療行為の同意権、郵便物

の閲覧などが後見人に付与されている。 

だからこそ、自己決定権こそを基本に！ 
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？？なぜリボン？？ 

生まれ変わった 

再生したという意味の 

（Reborn）。 

新しく生まれ変わる 

「便り」にしたくて、名付けました。 

成年後見制度はいま… 
「利用促進法」は国際的動向に 

逆行する代行決定が中心！！ 

副理事長  堀 利和 
 

 
  

 

2016年 5月号 No.182 

✧ 5 月 14 日（土）はたらっくす 16:00～ 自立訓練室 
✧ 5 月 20 日（金）わくわくかん総会 15:00～ 池原毅和弁護士講演会 16: 30～  赤羽会館大ホール 
✧ 5 月 21 日（土）マラソントーク in 埼玉 13:30～春日部市商工振興センターアクシス春日部 204 
✧ 5 月 30 日（月）現場協議会  16:30～ スカイブリッジ 
✧ 5 月 31 日（火）家族懇談会  16:00～  自立訓練室           ＜わくわくかん 5 月予定表＞ 

衆議院第 1議員会館で発言する堀利和さん（2015.12．9） 
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【材料】＜1 人分＞ 
・切干大根の 10g はよく洗い、 
たっぷりの水に 30 分漬ける。 

・人参 10g は千切り 
・きゅうり 1/2 本は小口切り 
・酢 大さじ 1 
・砂糖 大さじ 1 
・醤油小さじ 1.5 
・ゴマ油少々 
・鷹の爪 香り付け程度 
・塩を合わせる。 少々 
・切干大根の水気を切り 
具材を全部混ぜ合わせて出来上がり 

 

 

今月のレシピ 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

干し野菜の栄養価 

野菜を干すと水分が抜け、うまみが凝縮されます

が、注目すべきは栄養価がぐっと高まることです。

生のものと切り干し大根の栄養価を比べると 

カリウム 約 14 倍 カルシウム 約 23 倍 
食物繊維 約 16 倍 鉄分 約 49 倍 

にもなります。 
干し野菜は家庭でも簡単に作れます。カラカラに

乾燥させなくても、少し水分をとばすだけでも効

果はあります。 
まずは大根、きのこ類、なすあたりから始めてみ

るといいかもしれません。 
 
 
 

はじめて本部事務局について記述することに

なりました。本部事務局は、理事会や理事長の指

示を受けて、法人全体にかかわる事務等を行って

います。４月はまず、入職、退職等の書類作成。

合 わ せ て 法

人 内 の 昨 年

度 の 会 計 の

ま と め と 監

査の準備。ま

た同時並行で、今年度の総会に向けての会員の確

認や理事会、総会、講演会等の案内の発送も行っ

ています。 

また、今年の総会時には、はじめて地域の方

も含めた講演会と交流会を予定しています。 

 

講演会は、法人顧問も引

き受けて下さっている池

原毅和先生（弁護士）です。

先生は古くから北区の精

神保健にも関わり、活動を

持たれ、また全国

的にも活動され

ていらっしゃる

方でもあられま

す。先生の講演をきっかけに、身近に差別解消

法や成年後見や自己決定についてあらためて身

近な問題として考える機会になれば幸いと思い

ます。どうぞ、ご参加をお待ちしております。 

 
 

切 干 大 根 の サ ラ ダ 

就労継続支援 A型事業 

北区赤羽南 2-6-6 

TEL：03-3598-0089 

FAX：03-3598-0089 

理事会・総会・講演会・交流会を赤羽会館で 

本部事務局だより 
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〒114-0032  北区中十条 1-2-18 

北区障害者福祉センター4F TEL 03-5963-6888 

 

クッキング：『広島風お好み焼き』 

4 月のクッキングで広島風お好み焼きをみんなで

作りました。生地をひっくり返す時に、皆で「キャ

ーキャー」言いながら作りました。中にはプロ並み

に上手にひっくり返す人もいてビックリしました。

材料費はあまりかからず、購入するよりもかなり安

く作ることができました！ 

＊キャベツ、火が通っていておいしかった。（W） 

＊おみそ汁、甘みがあっておいしかった。生地をもっ

と固めにしてもよかった。（U） 

＊麺がほぐれててキャベツと混ざりあっておいしかった。（O） 

＊みそ汁の味の調整がよくておいしかった。思ったよ

り火が通っていておいしかった。（A） 

＊生地がおいしかった。（S） 

＊麺がほぐれていて、キャベツもシャキシャキしてお

いしかった。（K） 

った。みそ汁のほうは味がうまく出て良かった。（S） 

 

3月の外出プログラム：池袋 

 ひびきのみんなで池袋に外

出しました。まず映画『オデッ

セイ』では、火星で生きのびる

ために芋を多く食べるシーン

があったのが印象的でした！ 
 映画のあとはみんなが楽しみにしていた、「シェー

キーズ」でのランチ♪ パスタ、ピザ、カレーの食べ

放題でした。ふだんなかなか食べる機会がないデザ

ートピザが、とても美味しかったです。 
 この日は 3 月でひびきを卒業する O さんとのラス

ト・外出プログラムでした！ ステキな思い出ができ

ました。（S.A.） 

○犬 さんの似顔絵 

自立訓練（生活訓練）事業 ボランティア響会 

コーナー 
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新年度の〈私〉の抱負 
 就職するぞ！！(S) 

 昨年度は体調を大きく崩してしまった

ので、今年度は体調管理に気をつけま

す！(へでら) 

 仕事を早くみつけたいです。(KK) 

 新年度は社会が全体的に“新しい何か”

に向かう時期です。それとは直接的に関

係ある訳ではありませんが、私ももっと

本格的に就職活動の方へ動きたいと考えていま

す。次第に暖かくなっていく季節は体が動きやす

いので、私も新しい何かを探し、出立したいと希

望しております。(Y.N) 

 就職に向けて、心構えと態勢を整えていきたいで

す。(イワトビさん) 

 クローゼットにねむっている黒色の 3 着のスー

ツ(サイズ違い)のどれかを着られるようにやせ

る！(ペンギン Mam) 

 あせらず、就職に向けいっしょう

けんめい取り組むよう努力します。(エンジ

ェル・ハート) 

 「ソウゾウ旅行」旅に出る。月へ

行って地球を眺める。ソウゾウはソラを飛

ぶ。光より速く宙を行き、イスカンダルで

銀河系鑑賞。ソウゾウは天翔る。(ぼんやりびと) 

 就職と健康管理に気をつけること(カズ) 

 今年度中に資格を 3 つ取って就職します！！(名

無しの求職者) 

 安定通所、からの仕事につけるようにする(吼凛) 

 出勤日を 1 日増やす！！目標は 9 月から！！

(T.H.) 

4月2日(土)に行った第1回リボーンプロジェクト見

学会には外部から 4 名、ボランティア響会から 2 名にお

越しいただきました。内容としては、事業所の説明や利

用の流れのお話の他に、普段、訓練生に依頼している名

刺作成の業務の体験として、ご自分の名刺を作成してい

ただきました。パソコンの操作に戸惑う方もいらっしゃ

いましたが、楽しかったとの声も聞かれました。当日参

加された教育機関の学生支援課職員の方からは、今後も

連携をしていきたいという嬉しい言葉をいただくことが

できました。 

見学会参加者から 3 名が体験利用となりました。 

第 2 回は 5 月 14 日(土)に開催します。

4 月 13 日(水)に、港区にある就労継続支援 A 型事業所「え

がおワークス」へ職場見学に伺いました。あいにくの雨天とな

りましたが、訓練生 3 名+スタッフ 1 名での訪問となりました。 

えがおワークスさんの特徴は、A 型事業所と雇用契約を結び、

働きながら一般企業への就職を目指す事が第一目標に掲げら

れている点です。就職のために必要な技術や心構えを実践を通

して身に付けて行ったり、協力企業で実際の仕事を体験する機

会をいただけたりするという事でした。また、スタッフがその

方に適した業務を一緒に探したり、スキルアップのサポートや、

就職後に仕事が継続できるようにサポートして下さるという

説明もありました。一般就労後にご自身が困る事が無いように、

必要なスキルや社会性等を身に付けていただくべくルール等

は厳しいという事でしたが、何か決める時には全員で会議を行

なったり、チーム制での業務のためリーダーを皆で決めたりと、

活発な雰囲気の中で業務を行なっているのが印象的でした。 

〈感想〉スタッフから話を聞いたときにどんな所だろうとワク

ワクしました。一人一人の個性を大事にしてくれるところや外

でのレクリエーションは楽しそうだなと思いました。ただ、一

般就労を目指しているのでそこはきびしいなと思いました。 

就労移行支援事業 

〒114-0032 東京都北区中十条 1－2－18 
北区障害者福祉センター４F Tel：03-5963-6888 

第 1 回リボーン見学会を開く ３名が体験利用に 

 

企業見学に行って来ました！ 
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(株)アヴァンティスタッフを見学訪問 

(株)アヴァンティスタッフは人材派遣会社で、一般研修、語学研修も行っている特徴をもっています。みずほ銀行と

総合商社丸紅が出資する総合人材サービス会社です。今回は日本橋にあるオフィスに行き、障がい者の方の就業中の様

子を見学したり、リボーン卒業者の方からの体験談を聞く時間がありました。障害者雇用も 2010 年から積極的に取り

組み、雇用率は 2.18%、40 名を雇用している。注意事項確認、会社案内、2 チームに別れて社内見学、わくわくかん

の先輩からのメッセージがあり、働くにあたって大切なことのご説明、質疑応答が行われた。 

★ 久しぶりに訪れた「会社」とい

う施設は清潔で静かなものだった。

一般企業での障害者枠での勤務の

イメージは健常者の中にポツリと

いるイメージだったが、アヴァンテ

ィスタッフさんでは全然ちがって

いた。先輩からのメッセージや担当

者からのお話で「焦らず 1 つ 1 つ解

決していくことが大切」「出来ることから少しづつ」この

ような考え方や仕事へのとりくみがとても重要なことだ

と痛感した。「病気や障害に甘えず、苦手なこと不得意な

ことを少しでも克服する努力をすること」私もこれからの

就労にむけて忘れずにしようと思えるお話だった。(Y.K)  

★ 特に緊張することなく臨めた。様々

な工程や担当者の話を聞き、とてもてい

ねいな取り組みで業務が日々遂行されて

いるのを強く感じた。面接における心が

まえもお教え頂き、担当者の細やかな気

配りを有難いと思った。(H.U) 

★ オフィスでの見学はリボーンに入

ってまもなく行った以来で、久しぶりに

オフィスならではの静かな空間の中での就業風景を見学

できました。今の自分ではまだ決まった時間での就労をし

ていくには、体調リズムを整えてリボーンでの業務を行な

っていかなければ就労に結びつかないので、がんばってい

かなければと思いました。(H.F)

茶話会の＜感想＞ 

✧ 新年度になって初めての茶話会ということもあり初めて話す人も

いたので少し緊張してしまいました。堀会長からの話

しというのもあり少し参考になった茶話会でした。新

しく気持ちを入れ替えてやっていこうと改めて思っ

た日でした。これから新しくスタートしていこうと改

めて思いました。 K.K  

✧ 自己紹介などでその人の知らなかった一面など

を聞けて楽しく過ごせました。 K.Y 

✧ 一人ひとり、それぞれの方が思想や趣味、行動が

違っていたり、人はみんなそれぞれ違うんだなと思いました。自分と

同じ面もあれば、また別の方法があってお面白いなと思いました。

 U.H 

✧ 普段はあまりお話しをしていなかった方とお話しできたり、自己

紹介で知らない一面を教えていただけたり楽しく過ごせました。K.Y 

✧ 訓練生の皆様の話が聞けて良かったです。色々な意見があるのだ

と勉強になりました。次の茶話会が楽しみです。 T.H 

✧ 自己紹介では、事前に出されたお題に関する話題を行うことがで

きませんでしたが、スタッフや他の訓練生の方々の自己紹介は、他人

とのコミュニケーションの取り方においてとても参考になったように

思います。また、問題提起では、日常生活から哲学ま

で話題が上がり、色々と考えさせられました。茶話会

に参加して思ったことは、世の中には様々な考えの人

がいて、それぞれに日常の過ごし方が違うということ

です。茶話会に参加させていただき、ありがとうござ

いました。    

 

✧ 各自が 3つ選んで自己紹介、みなさん好きな趣味や好きな事を話

されていて楽しくすごせたと思います。 S.H 

就労移行支援事業 

〒114-0032 東京都北区中十条 1－2－18 
北区障害者福祉センター４F Tel：03-5963-6888 
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６ ７ 

『季刊福祉労働』が 150 号記念の 

５．２２講演会・シンポジウム 

 1978年 12月の創刊以来、障害当事者運動を軸に 38年間出

されてきた『季刊福祉労働』は 3月 25日刊で 150号を迎え、

その記念の講演会・シンポジウムが開かれます。 

この間の取組みにもかかわらず、早期療育・発達支援、特

別支援教育、放課後等デイサービス、卒後のデイセンターや

就労移行支援、特例子会社等々、特別な支援を特別な場で行

う「障害児者専用」の場・サービスが充実すればするほど、

分離が多様化・早期化しています。 

そこで私たちは、養護学校義務化反対運動の原点に戻り、

今回の記念講演とシンポジウムの企画となっています。 

 

養護学校義務化反対運動の原点に戻っての企画 
 

日時：2016年 5月 22日(日) 午後 1時～5時 時 30分） 

場所：東京しごとセンター地下講堂   

     （JR飯田橋東口、地下鉄東西線・南北線・有楽町

線、大江戸線飯田橋駅下車） 

プログラム 

1:20～2:10記念講演：堀智晴さん（元大阪市立大学教授）   

    「より早期からの多様な分離が進む中で共に学び・ 

育つ保育・教育の現状と展望」 

2:10～4:40 シンポジウム：「より早期からの多様な分離が

進む中で共に学ぶ経験をどう伝えていくか」 

   平本 歩さん （バクバクの会・編集長 人工呼吸器

ユーザー）    

   梅村 涼さん （地域の小・中学校で学び、3浪 3留

で高校を卒業、現在、西東京市で自立生活） 

   海老原宏美さん （NPO法人自立生活センター東大和

理事長、呼ネット副代表） 

   柴田靖子さん （２児の母親、水頭症協会「ぱどる文

庫」編集長） 

  宮澤弘道さん （都内公立小学校教員） 

 

情報保障：ＰＣ文字通訳、手話通訳、資料テキストデータ提

供 資料代：1000円 

申込み：問合せ先：現代書館福祉労働編集部 小林 

tel：03-3221-1321 fax：03-3262-5906 

 e-mail：fukushirodo@gendaishokan.co.jp  

 成年後見制度促進法案が 4 月 5 日参議院

内閣委員会で採決され、4 月 6 日の本会議に

て成立しました。この法案は、知的・精神の障

害がある人、認知症の高齢者の人権を阻害す

るものであり、ここに抗議の声明を出します。 

 この法案要綱の基本方針の事柄からして、こ

の法案は、後見人が事務遂行を円滑にするこ

とを目的としています。日本の成年後見制度

の実態を反省し、当事者の人権の確立を目指

すものではありません。 

 近頃、メディアにおいて、後見人の横領事件

が盛んに報じられています。後見人の報酬を

ねらった被後見人の財産処分問題もあります。

また、後見制度の利用開始は、当事者の意思

ではなく、家族親族や首長申立が一般的です。

日本において、本人申立てによって、後見審

判がなされることは、まずありません。これも、

後見制度が当事者のためではなく、周囲の人

の都合によって後見制度が利用されているこ

とを物語っています。福祉施設サービスを利

用するにあたっては、後見人が契約を行うこと

が広がっています。当事者の必要と希望によ

ってなされるべき施設サービスの利用ではなく、

周囲の都合によって福祉施設の利用がなされ

ているということになります。つまり、居所が当

事者の意思によってではなく、他の人の都合

によって決められているということです。その他、

成年後見制度に係る問題が顕在化していま

す。本人の意思を確認しない、後見人による

医療代諾はすでに広く行われています。これ

らの問題を解決することなく、後見人の権限を

強化することを目的として、立法がなされたこ

とは、国会の在り方としてはなはだしく問題で

あるといえます。 

 福祉現場においては、本人中心主義 

(Person Centerd)がうたわれています。世界の

人権思想も、自己決定の確立の実現が潮流と

なっています。成年後見制度に替わって、自

己決定支援の制度や手法がヨーロッパなどに

広まりつつあります。どのような重度の障害者

も認知症の高齢者も意思があります。その人

たちが自己決定できる環境を整えることで人

権の確立は実現します。 

 このたびの「成年後見制度促進法案」は、国

連障害者権利条約に反するものであります。

国連障害者権利委員会から、厳しい指摘を受

け廃止を求められることは間違いないとみられ

ています。 

 法的能力と行為能力は、すべての人が当然

に所有する権利です。日本は、後見制度にお

ける代理代行主義から脱却し、成年後見制度

を極小化し、当事者の自

己実現がなされる制度と

手法の整備に力を注ぐ

べきです。 

 任意後見制度は闇の

中にあるとされています。

被後見人の財産を侵奪

する目的をもった反社会

的な後見活動の存在が

あります。法定後見、任

意後見のいずれにしても、

後見人の手中の中だけ

に収められうる制度は、被後見人を、後見人

による利益追求の標的にする可能性を産みま

す。障害者や高齢者を保護するための制度は、

逆にさらに権利侵害を発生させ続けます。 

 これらの問題を解決する手立ては、重い障

害がある人を含むすべての人が、自己決定で

きる社会の実現です。私たちはこのために力

尽くしてまいります。 

 

9 月 6～13 日にかけて「社会的経済（Ｇｓｅｆ）

モントリオール大会２０１６」が開かれることにな

り、ソウル宣言の会を中心にそれに向けての取り組

みが進んでいます。 

21 世紀に入って、世界はグローバル経済の進展に

よって急速な格差社会が広がるなか、2014 年にパ

ク・ウォンスンソウル市長よびかけによる自治体と

社会事業団体を軸とする「社会的経済（Ｇｓｅｆ）

ソウル大会」が開かれ、地域社会の再生をめざす社

会的経済の取組みとその世界的ネットワークが進め

られてきました。カナダのモントリオールはそうし

た活動が活発なところで今回の開催が決まりました。 

グローバル企業の猛威は、格差の拡大と新型世界

恐慌の予兆をはらみながら、「パナマ文書」でタック

ス・ヘイブン(租税回避地)を利用しての大企業と資産

家の資産隠しがあかるみになり、その倫理観の欠如

がはっきりしました。これに対し、スペインのモン

ドラゴン、イタリアのボローニアやロマーナ・エミ

ーリア、カナダのケベックの人間の顔をした地域経

済＝社会的経済が自治体と市民の共働を呼びかけて

います。 

 今年の 1 月３日には、組織委員会に全体で、５０

カ国から４００件ほどの発題のエントリーがあった

と伝えられています。前回のソウル大会にも増して、

世界から注目を集め、モントリオール大会への大き

な期待が伝わってきます。その後、エントリー団体

とモントリオールの事務局との間で、打ち合わせが

行われ、「ソウル宣言の会」関係では、3 報告が候補

として上がっています。 

 カナダのケベック州の社会的連帯経済については、

昨年 7 月、石塚秀雄さん（非営利協同総合研究所）

がソウル宣言の会の学習会で話をされています。ケ

ベック州はカナダ東部に位置し、フランス系住民が

多数派、モントリオール市は 185 万人、ケベック市

51 万人の都市があります。カナダからの独立を問う

住民投票が 1995 年に実施されましたが賛成

49.4％、反対 50.6％の僅差で否決されていますが

独自の文化経済圏が確固として形作られています。

ケベックの社会運動の担い手は、協

同組合運動、農民運動、労働者運動

があり、なかでも人民銀行ほか 400

金庫、職員 45000 人の「デジャル

ダン運動」がよく知られています。 

ケベック州の社会的経済は、1996 年にその定義

と統計がとられました。それは協同組合 3,300、非

営利組織など 7,000 企業に達します。そこでは 15

万人が雇用され、組合員数 880 万人。14 の各種協

同組合連合会とケベックの地域開発協同組合が存在

しました。また 2015 年の新しい統計ではケベック

の非金融協同組合として団体 20、消費者協同組合

1,586、生産者協同組合（農協含む）331、労働者

協同組合 268、労働者自主管理企業 50、連帯協同

組合 692、合計で 2,947。さらにケベック労働組

合センター11 連合会、240 労働組合の存在が確認

されています。 

ケベックの社会的連帯経済関係と行政の取組みでは、

2013 年 10 月、「社会的経済法」が成立しました。

そこでは 2 つの団体、協同組合共済組合セクター

（CQCM）と非営利組織セクター（CEC）を州政府

との窓口に認定し、州政府の役割を規定しています。

また、雇用社会的連帯省（MSS）が置かれ、自主コ

ミュニティアクション・社会的事業組織局が生まれ

ました。その他の省庁として、地方自治体連合会、

地方自治体同盟、社会的連帯経済発展地方行政協議

会、開発地域センター、地方議員会議、コミュニテ

ィ経済開発企業体とネットワークしている。州政府

や自治体の社会的経済政策としては、州政府の「協

同組合開発政策」、「コレクティブ企業開発プラン」

などの策定や地方自治体との財政条約の制定があり

ます。そこでは教育・住宅・社会サービス・雇用の

分野において、「新自由主義的でない、行政と協同組

合セクターとのパートナーシップ」が強調されてい

ることが特徴的です。 

 
 (1)ケベック資源技術グループ協会アソシエーション 

社会的経済、自治体の住宅事業 

(2)ケベックコミュニティ出版メディア協会(AMECQ) 

 コミュニティにおけるメディア事業 

(3)ケベックコミュニティラジオ協会(ARCQ) 

 コミュニティラジオの育成 

(4)ATENA企業支援協議会グループ(ATENA GC) 

社会的企業支援、社会的住宅、コミュニテイクレジット支

援。RISQ事務局 

(5)デジャルダン連帯経済金庫 

 協同組合銀行、地域社会的経済支援 

(6)ケベック労働挿入企業団体(CEIQ) 

 1982年より活動。社会的弱者・貧困者の労働参加。 

(7)コミュノテイク 

 新技術推進、自主経営指導。 

(8)ケベック児童センター協会(AQ-CPE) 

 非営利 CPE のネットワーク。政府は児童数に準じて補助

金をだしている。 

(9)ケベック住宅協同組合連合会(CQCH) 

 1,100の住宅協同組合の連合会。 

(10)ケベック林業協同組合連合会 

(11)ケベックレジャー協議会 

 47団体。若者ツーリズム、家族キャンプ、お祭りなど。 

(12)ケベック障害者雇用企業協議会 

(13)連合協同組合 農協支援。 

(14)フランシビルコミュニティ経済(ECOF) 

 雇用推進、労働挿入事業推進、教育 

(15)地域開発協同組合連合会(FCDR) 

 11CDR。協同組合支援 

(16)ケベック食品協同組合連合会 

 事業支援、設立支援 

(17)ケベックケーブルテレビ協同組合連合会(FCCTQ) 

 組合員教育、支援、 

(18)ケベック在宅サービス協同組合連合会 

(19)ケベック葬儀協同組合連合会 

(20)ケベック学校協同組合連合会(FQCMS) 

中学校以上大学を含めた 59の協同組合。 

(21)モントリオール住宅非営利組織連合会(FOHM) 

 社会的住宅協同組合。社会的排除、貧困と住宅問題。 

(22)ケベックコミュニティ自主テレビ連合会 

(23)みんなの文化 

 地域文化活動 

(24)ケベック労働協同ネットワーク(Reseau) 

 労働者協同組合の二つの団体、FQCT、RQCTが合同したネ

ットワーク。 

(25)出産センターネットワーク(CRP) 

 行政やその他地域組織とのネットワーク 

(26)ケベック住宅非営利組織ネットワーク(RQOH) 

 各地域の自由宅非営利組織連合会のネットワーク。 

多様な分野に拡がる 

社会的経済のネットワーク団体 

 

9月に「社会的経済モントリオール大会」 
自治体や各地域から４００件ほどのエントリー 

 

成年後見制度促進法案の可決に際して抗議の声明 
西 定春（成年後見制度を見直す会 代表／社会福祉法人すばる福祉会理事長） 

成年後見制度の利用の促進に関する法律案に対する附帯決議 
平成２８年４月５日 

参議院内閣委員会 

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一、障害者の権利に関する条約第十二条の趣旨に鑑み、成年被後見人等の自己決定権が最大限尊重されるよう

現状の問題点の把握に努め、それに基づき、必要な社会環境の整備等について検討を行うこと。 

二、成年後見人等の事務の監督体制を強化し、成年後見人等による不正行為の防止をより実効的に行うため、家

庭裁判所、関係行政機関及び地方公共団体における必要な人的体制の整備その他の必要な措置を十分に

講ずること。 

右決議する。 

 

可決に対し抗議の声明と記者会見する西定春代表（左）と堀共同連代表 
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第 1 回 わくわくかん 家族懇談会のお知らせ 

開催日時： 2016 年 5 月 31 日（火）16:00～17:00 
場 所： 障害者福祉センター ４階 自立訓練室 

内 容： 当事者が語る～統合失調症～ 

個人面談： ※（事前にお申し込み）17:00～ 

連 絡 先： TEL  03－5963－6888  FAX  03－3906－9997

こ ぼ れ 種 
リボーンプロジェクト 0B  うこっけい 

スプリング ハズ カム！(春が来た！) 

友人たちは スプリング カム カム！ ウェルカム！スプリン

グ！！ 

ある意味名訳ですね。気持ちは伝わります。 

3 月はマーチ、マーチは行進曲。出会いと別れの季節に前に進む。 

素敵な言葉ではないですが(ホントは戦争と農耕の神マルスが語源

です〝こっちの方がいいと思いません？)人との出会い、そして別

れは人との縁を感じさせます。 

私の人生において出会った人、遠ざかった人、それぞれに意味があ

るのでしょう。特にかけてもらった言葉は時に勇気を与えられ、時

になぐさめられ、時に傷つくこともありました。 

言葉の種とでも言いましょうか。人からまいてもらった言葉の種は

やがて芽を出し、美しい花や珍しい花を咲かせました。 

私の言葉もまた、相手に大輪の花や毒を持った花を咲かせたかも知

れません。 

俗に“まかぬ種は生えぬ”なんて言います。けれど風に乗って来た

のか、鳥が運んで来たのか、気づくと芽を出し花を咲かせる種もあ

ります。「こぼれ種」と言うそうです。ど

この誰かはわからない、もしかすると TV

で観てた人の言葉だったり、本で読んだ

言葉かも知れない。自分では意識してい

ないけど、心のどこかにまかれて、いつ

の間にか芽を出し花を咲かせているなんてこともありますね。 

一般的に、芽が出るとは力がつく・認められるの意味で使われます。 

自分でまいた種だけでなく、こぼれ種も自分に知らずに影響を与え

ている、なんてことを花が咲いて気づいて、改めて縁と言うか巡り

逢わせの不思議さを想わずにはいられません。私も誰かのこぼれ種

となって、時に薬花を咲かせたり、時に雑草のように相手の心に根

づいていたりするのかも。 

1 月は行(1)く、2 月は逃(2)げる、3 月は去(3)る。 

そして、花舞う 4 月、風薫る 5 月、雨けむる 6 月。 

私の中のまいた種や誰かが落としたこぼれ種は芽を出すのでしょ

うか？そして、どんな花を咲かせるのでしょうか？また、私が誰か

の中に落としたかも知れないこぼれ種は、果たして芽を出し花と咲

き、その人を楽しませているのでしょうか？ 

今まで出会った人に感謝して、別れた人の心にも残るような種をま

きたいな。 

 

 

4 月はたらっくす報告 

 4月 9日（土）のはたらっくすは参加者 5名でした。 

 現在私はヘルパーをやらせて頂いていますが、

仕事における「会話」のかけがえなさを大変に感

じます。例えば、何気ないこちらのジョークでク

スッと利用者さんが笑う、その時の温かい空気の

心地良さ。言葉には出なくても、こちらの気持ち

が利用者さんに通じた時の快感は、何にも代え難

いと感じます。こちらのほんのわずかな気持ちの

動きを綴ったメモを残して、それを利用者さんがどう感じるか

は判らないけれど、少しでも心地良くなって欲しくてそんな事

もしています。只、機関銃の様に喋って、利用者さんに心的プ 

 

 

 

レッシャーをかけてはいけないとも思っています。言葉の暴力

などは論外です。 

 普段の気心の知れた親しい友人との思わず爆

笑してしまう会話の、あの感覚を大事にこれから

も利用者さんを支援させて頂きたいです。 

 次回のはたらっくすは 5月 14日（土）の 16～

18時に障害者福祉センターのわくわくかんで行

います。時間内にいつ来られても、いつ退室され

ても自由です。働いておられる方と働きたい方が対象ですので、

是非あなたも参加してください。（S.M） 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSsOejyaHMAhVH5KYKHTr0CgkQjRwIBw&url=http://kiirowa.com/calendar/calendar5.html&psig=AFQjCNEwS8AKYhExP2f6TMbWnrW4MtI4kg&ust=1461391345612905
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHna2fla7MAhXKJZQKHU5DDBEQjRwIBw&url=http://www.amazon.co.jp/ASUS-12-1%E5%9E%8B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88PC-UL20A-Windows7%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB-UL20A-2X044V/dp/B002TSBQLS&bvm=bv.120551593,d.dGY&psig=AFQjCNGd8Wlb66i_bq-8pItPrZWYPJ8YBg&ust=1461824048316328
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障害を持って働くということ 

一般就労と社会的事業所との違い 

 

連載 精神病は自分とは関係ない!?⑧ 

私は今まで申し上げてきたとうり、2007（平成 18）年頃まで、大学

を卒業して一般の営利企業に転職を繰り返していました。病気や障害

のことについても、まだ完全に受け入れることができず、いつか治る

ものだと信じていました。そのため、

障害者手帳の申請をしていません

でした。例えば、糖尿病の患者が就

職活動をしていて、その病気を面接

の時に、聴かれもしないのに、わざ

わざ答えることがないであろうというよう

に。私も病気や障害のことは全くのクロー

ズで入社してきました。 

しかし、病気の治療のためには投薬を欠

くことができないので、社保を使って精神

科に通うことになります。薬代やディケア

に通うことは、10 割負担では費用が高く、

どうしても保険医療、自立支援医療に頼ら

ざるをえません。ところが、会社の保険証

を使うと、どうしても職場の人に知られてしまいます。逆に、それで

も良いというぐらい働かなくては、人件費が健常者よりかかるので働

き続けること、職場にとどまり続けることは困難になります。 

その結果、「休職して治せ！」とか、薬の

副作用でボーッとしてしまい、病気のこと

を知らない人から「おまえやる気あるの

か！」と胸ぐらをつかまれたり、突き飛ば

されたりしました。「会社の外で白黒つけて

もいいんだぞ！」と暴力でおどされました。

「こいつはオツムの病気だ！」などと言わ

れて言葉でいじめられたこともしばしばで

した。また、自動車で連れて行かれた現場

に深夜まで独り取り残されたこともあります。わざと物を上から落と

されたこともあります。あきらかに差別です。命の危険を感じたこと

もあります。それが私の知っている一般企業です。営利追求のために

は生産性の低い、コストのかかる障害者を切り捨てるのが普通なので

す。 

 障害をオープンにして社会的事業所で働くということは、心理的に

楽です。まだ、私はオープンにして週 40時間以上働いたことはないの

ですが、拘束時間に融通がきくというのもメリットでしょう。私は生

活していくのにホームヘルパーを利用しているので、午後からしか働

けない日があるのです。そして、通院しているので、病院に定期的に

行かなければなりません。保険証ももらっていないので、国保なので、

一がいに比較することはできませんが、こんな面倒臭い障害者、営利

目的とした企業で働くことはまず無理でしょう。週 21時間で、無年金

障害者なので、これだけでは残念な

がら生活していけません。しかし、

わくわくかんに来ると職場に同じ

ような障害を持った人がいたり、健

常者がいたりしていっしょに働く

ということは、一般就労で働いている頃の

ような孤立感が少なくなったと感じるので

す。それと、多大な見えないノルマやサー

ビス残業をこなす必要もないということは、

人間として、家畜ではなく、働いていると

いう実感がもてるのです。賃金は確かにそ

れなりです。 

しかし、できない仕事は気を使ってくれ

ます。昇進、昇給がないというのも考えも

のですが、それだけ責任の重圧に耐えることもありません。まだまだ

問題や課題が多く、不自然な点も感じますが、一般就労で働いて短期

間で転職を繰り返すよりは、効率的でリスクが少なく、安定的だと思

うのです。あまり多くを期待しない気持ち

が大事だと感じています。それが長続きさ

せる気持ちの上での肝心な知恵だと思いま

す。韓国のように「社会的事業所」が法制

化されればもう少し、待遇が良くなるので

はと期待しています。しかし、それはスタ

ッフの中でさえ、無理だという人がいるし、

厚生労働省も国民の認知度が低いので、そ

こまでは検討していないというのが実情で

す。まだまだ、道のりは遠いのですが、障害者のささやかな夢なので

す。この社会的事業所の法制化の運動は障害当事者の私のような者に

とっては、あきらめきることのできない、大きな課題です。なんとか

仕事を続けて、その日が来るまで粘り強く近隣の身近な人に訴え、ク

リニックで同じ障害者にも訴え、友人知人にも訴え、親類にも訴え、

国民の認知度を広めて、世論形成をしていくよりないのです。障害者

というのはまだまだ弱く、肩身の狭い身分ですが、私があきらめない

事が、他の多くの障害者の無念を少しでも軽くできればと感じてやま

ないのです。差別がなくなるとは、現時点ではとても思えませんが。

闘う姿勢が大事だと信じてやまないのです。 (E.H) 

「ともに!」の名古屋のわっぱの会 

「ともに!」の滋賀のがんばカンパニー 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi816au9_jLAhVClZQKHS8oA6MQjRwIBw&url=http://www.wappa-no-kai.jp/&bvm=bv.118443451,d.dGo&psig=AFQjCNF8T8MXvhFP043387QGj6ARxjF25Q&ust=1459994823906695
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi816au9_jLAhVClZQKHS8oA6MQjRwIBw&url=http://www.wappa-no-kai.jp/&bvm=bv.118443451,d.dGo&psig=AFQjCNF8T8MXvhFP043387QGj6ARxjF25Q&ust=1459994823906695
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwichvGW9_jLAhUHsJQKHfu2BGYQjRwIBw&url=http://www.kyoto-np.co.jp/fukushi/column/yasu/090310.html&bvm=bv.118443451,d.dGY&psig=AFQjCNEY5f1m2-dA8pU68RavMrixl96tEw&ust=1459994886549311
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwichvGW9_jLAhUHsJQKHfu2BGYQjRwIBw&url=http://www.kyoto-np.co.jp/fukushi/column/yasu/090310.html&bvm=bv.118443451,d.dGY&psig=AFQjCNEY5f1m2-dA8pU68RavMrixl96tEw&ust=1459994886549311
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マラソントーク「地域で働いて、地域を変える」IN 埼玉 

社会的事業所をめざす共同連にとって、地域で共に働き、共に生きるということは重要な課

題です。今回は特に、埼玉で進められてきた地域とのつながりの「働く」「職場参加」をテー

マに取り上げ、地域で働くことが地域の人たちの意識を変えることにつながること、地域に支

えられて働くということとも言えます。埼玉らしいマラソントークにしたいと思います。 

開会挨拶  埼玉県障害者市民ネットワーク 
特別報告  熊本地震における仲間たちの状況         
斎藤縣三共同連事務局長 
1 あしたや共働企画の取り組み          長尾すみ江 
2 職場参加の会の運動     
3 ワーカーズコープさいたまの取り組み 
4 新座市・きゃべつの会の運動 
5 全体討論         （30分） 
まとめと閉会挨拶          堀利和共同連代表

主催  共同連  埼玉県障害者市民ネットワーク 
日時  5月 21 日（土）午後 1時開場 1時 30分開会 4
時 30 分閉会 
場所  春日部市商工振興センター 「アクシス春日部」
204会議室   所在地 粕壁東 1-20-28      
電話  048-761-3181 
交通機関 東武伊勢崎線（スカイツリーライン）春日部
駅東口下車徒歩７分 東武野田線（大宮～柏～船橋）大
宮より約 20 分）          参加費 無料 

東京・町田のあした農場です。
今年から「あしたや」さんの
「はらっぱ」で野菜を売って

いただけることになりました。農場体験
や調理イベントもやっています。「畑の
お手伝いさん」も募集しています。畑は
永山からとても近いです。 
◎「あした農場」のこだわり 
私たちあした農場は、農薬や化学肥料に
頼らないやりかたで、米・麦・野菜を作
っています。化学肥料は有機肥料よりも
扱いやすいので、使えば体力的に楽にな
ります。また、農薬を使えば虫を一匹一
匹手で捕まえて殺さなくてすむので、夫
婦ふたりだけでももっとたくさんの野菜を作ること
ができるようになります。今より虫食いの少ない野菜
も作れると思います。 
目の前のこと、今のことだけを考えると、農薬や化学
肥料を使えばいいのかな？使えばもっと楽になるの
かな？と思うこともあります。でも農薬を使うと私た
ちのカラダや地球に悪い影響があるかもしれません。
それから化学肥料の原料は、使い続ければいつかはな
くなってしまう鉱物や石油です。 
今のことだけではなく、未来の人たちのことを考える
と、農薬や化学肥料を使うのはやっぱりやめておこう
と思い、夫婦ふたり力をあわせて、そしてたくさんの
人たちの力を借りて、ふーふー汗をかきながら作って

います。今よいだけでは
なく、あしたにとっても
よい農業をしていきた

いな、という思いを込めて「あした農場」
という屋号でやっています。 
◎「あしたや」さんとの不思議な縁 
私たちは茨城県で農業を勉強しました。
そして町田市で農家になりました。茨城
には農家の友だちや仲間がたくさんい
ましたが、東京には知っている人があま
りいません。だから最初はさびしくて不
安でした。でもそんなある日「はらっぱ」
さんで茨城の農家仲間の卵が売ってい
ることに気がつきました。私はびっくり

しました。お店の人に話を聞いてみると、あしたやの
理事の長尾すみ江さんは昔『たまごの会』という食べ
る人と作る人を結ぶ運動をしていて、その頃の仲間が
作った卵や野菜を売っているのだとわかりました。つ
まり、私たちの農家仲間は、長尾さんの昔からの友だ
ちでもあったのです。思いがけない縁に元気がわきま
した。 
それから「あしたや」さんと「あした農場」、似た名
前をつけた偶然にも不思議な縁を感じています。 
あした農場（町田市小野路町）渡邊恒夫・靖子 
ホームページ http://ashitanojou.ciao.jp/ 
Facebook（イベントの情報などはこちら）
http://www.facebook.com/ashita.nojou/

当事者の会「はるじおん」が冊子発行へ 

投稿原稿を大募集！ 

 東京都障害者就業支援事務所の会事務局・当事者の会はる

じおんでは、当事者自身が創る冊子を発行することを決めま

した。冊子「雑草魂」は、障がい当事者が自身について発信

することで仲間へのエールになるようにとの願いから発行す

るものです。また、障がいを持たない方にも、精神障がいにつ

いて関心を持っていただくきっかけになると考えています。 

応募要項 

〈オリジナル作品の部〉 

応募できる方は精神疾患を患っている方です(手帳の有無は問

いません)。◆詩、絵、体験談、風景写真(人物が映っているも

のは不可)など、文書の場合は 1700字。 

◆掲載は 1冊に 1作品とします。 

暴力的なものや性的なものなど過度

な表現のものは掲載を見送らせてい

ただく場合もあります。 

〈テーマ投稿の部〉 

◆「私の考える社会参加」について

400字以内で。 

くわしくは以下におたずねください。 

1)郵送の場合 

 〒114-0032東京都北区中十条 1-2-18 障害者福祉センター4

階 NPO法人わくわくかん内事業所の会事務局はるじおん担当 

2)メールの場合 

 zassoudamashii2016@gmail.com 

◎機関紙交換（あしたや共働企画）にズームイン 

偶然にも不思議な縁―「あしたや」と「あした農場」 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc04zZ_q3MAhVnGaYKHdhcBOUQjRwIBw&url=http://matsuyamachuo-h.esnet.ed.jp/archive.html&bvm=bv.120551593,d.dGY&psig=AFQjCNF0qiBNedcb7mlchtvTth503XViuw&ust=1461817942486233
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs0vDii67MAhWi3KYKHaR2AckQjRwIBw&url=http://www.miyakiprint.com/#!print-top/c1gi&bvm=bv.120551593,d.dGY&psig=AFQjCNFbd3mr9lC5zRWHYE8p_Hc6TpoLOQ&ust=1461821326542228


1998 年 10 月 9 日第三種郵便物認可 （毎月 3 回 8 の日発行） 
2016 年 5 月 5 日発行 SSKU 増刊通巻第 5447 号 

 

11 
 

～知性とは何か、 

いかにして導かれるか。～ 

 

『知性の正しい導き方』 ジョン・ロック著 

 

ジョン・ロック。彼の名前を

聞いたことがある人はきっと多

いだろうと思います。中学・高

校の歴史の教科書に乗っている

ことも多いですが、その功績を

知っている人は少ないのではないでしょうか。彼は、

西洋哲学者であるとともに、

医師でもありました。ロッ

クの認識論による「タブ

ラ・ラサ(人間は生まれた時

は白紙の状態である)」とい

う言葉は、哲学はもちろん、

精神医学・心理学にも大き

な影響を与えています。本書『知性

の正しい導き方』は、2015 年に訳さ

れた書ですが、「なぜもっと早く翻訳

されなかったのか？」と思うくらい

の名著だと感じました。そもそも、

知識と知性の違いとはなんでしょう

か。知識は物事の情報を集めた集合体であり、知性と

は知識を用いて思考する過程をいうのだと考えられま

す。本書は、知性を正しく導くために、その処方・治

療法をロック医師が教えてくれているのです。 
 この書の前提となるのは、「大部分の人たちは、自分

の知性をなおざりにしているために、それぞれ自分な

りに到達しうる地点のはるか手前までしか到達してい

ません。」という点です。ロックにすれば、多くの人達

はより高い次元の知性を手に入れることができるのに、

それをしていないことがとてももったいないと感じた

のではないでしょうか。高い知性の獲得を阻害してい

る要因としては、「人生の中ですでに居場所を定めた成

人にとっては、自分が費やしうる以上の時間と労力が

かかってしまうため、ほとんどそれをなさずに終わっ

てしまう」としています。現代でも同じようなことが

言えるのではないでしょうか。小学校から教育を受け、

高校・大学受験のために精一杯勉強をしていても、成

人し社会人になり、一定の収入を得るようになって、

安定してしまうと、わざわざ仕事とは別の領域の学校

に行ったり、資格の勉強をしたり、教養を広げるよう

な行為はなかなかできないことと思います。これは社

会人になることが、一種の偏見を持つようになること

を示しているのではないでしょうか。ロックは、この

書の中で「不偏不党性」というものを取り上げて、そ

れを説明しています。不偏不党性とは、どのような主

義・考え方にも傾倒せずにいることをいい、中立性を

意味するものだと考えられ

ます。社会人になるという

ことは、殆どの場合におい

て、生活が定型化し、1 種

類の人たち、つまり同僚た

ちとしか語らず、1 種類の

本、つまり会社のマニュア

ルや仕事関連の本しか読まず、1 種

類の考え方、つまり会社の理念・仕

事のやり方にしか耳を傾けようとし

なくなります。このことで、さらに

知性を磨く機会が減少してしまうの

ではないでしょうか。さらに現代は、

専門性を磨いて専門家になることが重要視されていま

すが、これにも新たな偏見が生まれる恐れがあります。

書には「一種の知識を観想することだけに身を委ねる

ようにしておくと、それが全てになってしまう。」とい

う一節もあります。 
さて、知性を高い次元に導くためにはどうしたらい

いのでしょうか。それには「習慣の支配と戦い、習慣

の諸原理を調べてみるべき。」としています。日頃、自

分が当たり前のようにやっていることを認識し、その

改善案や代替案を検討し、必要があれば変えてみるこ

とが必要だということでしょう。自分が毛嫌いしてい

たジャンルの本を読んでみる、映画を見てみる、音楽

を聞いてみるだけでも習慣としての惰性から脱するこ

とができます。また、「足を使えば、足を得られる(Use 
legs and have legs)」という言葉は、足や脳は使えばそ

れだけ能力を発達させ、使わなければ無きに等しいも

のとなるという意味です。普段使っていない脳の部位

を今、使ってみるのはいかがでしょうか。それが知性

を正しい方向に導く第一歩です。        S.H 

上は『完訳 統治二論』（岩波文庫） 
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「デフ・ヴォイス」（ろう者の声）を読んで 

              ―当事者でないが限りなく近い人― 

「デフ・ヴォイス」の本章に入る、導入部は効果的なイン

パクト（印象）がありました。主人公荒井尚人（ナオト）

43 才。手話通訳士の資格試験から物語が始まり、手話を

している映像が見えるように感じられました。 
 今、一般に使われている手話は近年になってからとの

話はとても勉強になりました。 
もし、このコラムを見て下さる、あなたが「コーダ」

children of Deaf Adults（ろう者の親の子ども）だ

ったら―。「健常者」として生まれたが、自分以外の家族

がろう者という傷がいの中で育ち、大人になる。1 歩家

を出れば社会は「コーダ」と知られなければ「普通の人」

と扱われる。当事者ではないが限りなく近い人なのだ。 
 作品の主人公荒井尚人は「コーダ」と同時に、警察組

織の裏金を公表し組織の敵となった「元警察官」である。 
 手話通訳の仕事で殺人事件に関わり、それが警察官と

して手話通訳した過去（17 年前）の事件にもつながって

いくミステリーである。 
 ヒューマンストーリー（人情物）ではないが、主人公

は暖かい目で「事件」に「当事者」に介入していく。 
 関係者からは「敵」なのか「味方」なのか問い詰め寄

られる。警察からも同じように問われる。彼は「敵」で

も「味方」でもない「コーダ」に寄り添う者である。 
作品は「デフ（Deaf）ろう者」「中途失聴者」「ろう児

施設」「聴覚口話法」「日本手話」と、知らなかったこと

をたくさん教えてくれます。 

 真実は衝撃の

悲しい、せつなく

なる事実でも、ラ

ストに主人公が

裁判の法廷通訳

を務め、沈黙の声

を皆に聴こえる

ように届ける自

分の役目を自覚

していく。そして、

幼なきころを思

い出し、やさしい

笑顔の母の声（ア

ー・オー・オー）

他人には分からない自分だけに分かる（なー・おー・と

ー）が聴こえる。 
主人公荒井尚人はコーダである。 
 この作品のように家族は（大切な人）（愛する人）なの

だから傷害についてお互いの声を聴きませんか！！ 
 障がいをかかえた人でも（精神）（身体）（知的）（視覚）

（聴覚）など、立場が違うと知らない世界が多いと思いま

す。 
 これからの生活で「思いやり」を持って、自立して歩

いて行きたいと作品を読んで考えさせられました。 
（リボーンプロジェクト H・S） 

 

 
グループホームわくわくかん 

現在、男性 2 名、女性 4 名の方が入居中です。新年早々、B 型に通所中の男性

入居者の K さんが、突然、お友達の紹介で一般企業に就職を決めてきました。

しかもクローズです。これには、世話人もワーカーさんもビックリ！  本人の

熱意がすさまじいため、とりあえず希望に沿って働いて頂く事になりましたが、

体力と身体が資本の建築現場での仕事のため関係者職員「3 日もてば良い方かな

…」と思っていたら、またまたビックリ！毎週の面談では「身体はキツイけど、

嬉しいです」と、日を増すごとに、目の輝きも増すばかり！誰も彼を止めること

はできません。最初は心配だったけど、今は心から応援しています。そんな彼は、

2 月末で GH を卒業。寂しくなるけど、仲間の輝かしい未来に向かって、皆で

エールを贈りたいとおもいます。 

 

就労支援センター北わくわくかん 

登録者 （2016 年 3 月末） ５82 名 

就職者  2 名（事務、洗い場・ホール他） 

先月 ご協力いただいた皆様 

障害者センター熊本・北区障害福祉課・北区社会

福祉協議会・北区障害者福祉センター・東京都障

がい者就業支援事業所の会・東京都心身障害者福

祉センター・ハローワーク王子・池袋・東京障害

者職業センター・東京都精神障害者家族連合会・

精神障害者地域生活支援とうきょう会議・東京都

障がい者就業支援事業の会・東京都精神障害者共

同ホーム連絡会・東京都精神障害者団体連合会・

東京都精神障害者就労系事業所連絡会・公益社団

法人日本てんかん協会東京都支部・北精連・みの

わマック・就労継続支援Ａ型事業所えがおワーク

ス・（株）アヴァンティスタッフ・株式会社現代

書館 

他多くの方にご協力いただきました。 

▼編集後記▼ 

熊本の地震が止まらない、その不安が日本全国に広がる。3 月におれんじ村 30

周年を拓いた拠点の一つオレンジカフェが本震で壊れ、被災地障害者センター

熊本の立ち上げに共同連からボランティア派遣の要請がでて、わっばの会の羽

田さんやライフの石澤さんが飛んだとのこと。今だれもが心配するのは原発の

ことだ。地震の活断層・中央構造線を南にいけば川内原発、西に行けば伊方原

発。「想定外」が連発されるが、巫術や妖怪の時代ではない、近代の理性が働く

時代、取るべき判断は限られている。実は「日本は火山と地震の国だ」だと描

いた戦前の映画『新しき土』がある。1937年、原節子が 16歳で銀幕デビューし

たドイツと日本の合作映画だ。その打開の道は何と「満州国」開拓。私たちは

そのことも深く歴史反省していまこそ「環境立国」の別の道を見つけたい。ド

イツは今日、戦争と原発を反省した＜理性＞の国の姿を先に見せている。 

 

発行所   郵便番号 157-0073  東京都世田谷区砧 6-26-21   特定非営利活動法人障害者団体定期刊行物協会  定価 100 円（会費に含む） 

 

 


	1面（大塚）.pdf
	2面（山本-中島）.pdf
	3面（中島）.pdf
	4面（山本-中島）.pdf
	5面（山本）.pdf
	6面・７面 （山本）.pdf
	8面（山本健）.pdf
	9面（山本　健）.pdf
	10面（山本）.pdf
	11面　(田中-中島)文庫写真入.pdf
	12面（山本）.pdf

