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毎月１回１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

【２０１２年７月号】 

▼ＦＭやまびこ                  田中 三恵子   ２                        
△ＦＭやまびこ番外編               松浪 智子    ６ 

▼ノートンの映画大好き              ノートン    １０ 
△ＦＭやまびこ番外編        保護者 Ｄ子・吉川 悠太朗  １２ 
▼本棚から                    中村 藍    １９ 
△自閉症児の親も一日にしてならず         ｍｏｍｏｅ   ２０ 
  

◆よこはま三歩 （本間 勇） ・・・１１ ◇疑問符だらけの現場用語集 ・・・１８ 

◇コラム    （杉山 はるか）      ・・・２３ ◆後援会・編集後記 ・・・２４ 

「元川崎市路面電車７０２型」 

新横浜駅にて 201１年１2月2８日撮影 
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   「地域ケアプラザ」って どんなところ？ 

    ～地域ケアプラザの仕事と地域での役割について～ 

 

横浜市本牧和田地域ケアプラザ  田中 三恵子 

 

■はじめに 

 社会福祉法人やまびこの里には、２つの地域ケアプラザが

あります。１か所は法人本部に併設されている「東山田地域

ケアプラザ」もう１か所は中区にある「横浜市本牧和田地域

ケアプラザ」です。 

 今回は、地域ケアプラザで実際どんな仕事をしているのか、

地域でどんな役割を担っているのかなど、具体的な取り組みについてお伝えしたいと

思います。 

 

■地域ケアプラザとは？ 

 横浜市地域ケアプラザ条例では、「市民の誰もが地域において健康で安心して生活を

営むことができるように、地域における福祉活動、保健活動等の振興を図るとともに、

福祉サービス、保健サービス等を身近な場所で総合的に提供するため、本市に地域ケ

アプラザを設置する」と規定されています。 

 具体的には以下の４つの事業を行っています。 

①通所介護事業 

 介護保険のサービスで、いわゆる「デイサービ

ス」と呼ばれているものです。要支援～要介護の

認定を受けている方が利用できます。入浴、食事、

レクリエーションなどで１日過ごしていただきま

す。（送迎付き） 

②居宅介護支援事業 

 在宅で生活する要介護者の自立支援を目指して、

ケアマネジャーがケアプランを作成します。また、

適切にサービスを利用できるように関係機関との

調整をします。 

③地域活動交流事業 

 地域の福祉保健活動や交流の場を提供します。また、ボランティアの育成や活動を

支援するとともに、関係団体と協力し、地域福祉の活性化を図り、地域における「支

え合い活動」をすすめます。 

デイサービスの様子 
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④地域包括支援センター  

 高齢者が住み慣れた地域で生活できるよう、保健師（看護師）・社会福祉士・主任ケ

アマネジャーの３職種がそれぞれの専門性を活かして支援をします。また、身近な相

談窓口としての機能や地域の繋がりを強める活動をしています。 

 

■地域包括支援センターの役割 

 ある日の様子を表にしてみました。 

8：30 

 

 

10：00 

 

 

 

 

13：30 

 

 

 

15：00 

朝礼・ミーテ

ィング 

 

訪問 

 

 

 

 

訪問 

 

 

 

来所・相談 

・全体朝礼の後、事務所内でミーティング 

  

 

・地域で開催される独居高齢者食事会に参加。 

健康・福祉等生活に関する情報提供

を行う。 

参加者から相談を受ける事もある。 

 

・サービス担当者会議 出席 

 地域で活動するケアマネジャーから依頼を受け、担当者会議に

出席して地域で支える必要がある人の対応を検討する。 

 

・介護保険申請についての相談で家族が来所。 

 介護保険の申請だけでなく、今後のサービス利用や制度につい

ての説明を行う。相談の内容は日常生活のことから金銭管理、家

族のこと、住宅のこと、施設や病院についてなど多岐にわたるこ

とあり。 

 

 ここにあげたことは、地域包括支援センターの業務の一部です。 

このほかに、介護予防教室の開催・介護予防ケアプランの作成とサービス調整・ケ

アマネジャー支援（勉強会や対応困難ケースの相談、同行訪問、新任ケアマネジャー

実習支援等）・介護保険等のサービスに繋がらない高齢

者等への支援などをしています。ときにはゴミ屋敷の

片づけに協力したり、必要があれば受診同行をしたり

することもあります。 

 「何でも屋」みたいなイメージを持たれるかもしれ

ませんが、私たちの目的は「地域を元気にし、住み慣

れた場所での生活を継続する」ために支援をすること

です。 
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■このような支援をしてきました 

 私たちは、いろいろな高齢者の相談を受けていますが、家族が障害を持っていると

か、介護保険制度だけでは対応しきれない状況の方など複合的に問題を抱えている場

合もあります。２つほどその事例を紹介します。 

 

（１）独居高齢者で知的障害が疑われる男性への支援 

７０代の一人暮らしの男性。 

幼少時から何らかの障害があった様ですが、特に確定診断や療育手帳の取得などを

していませんでした。両親はご本人の事を心配し熱心に面倒を見ていたようです。ご

本人は家業を手伝いながら生活していました。両親が亡くなられた後は長兄が親代わ

りになって面倒を見ていましたが、その兄も１０年ほど前に亡くなり、他にも兄弟は

いますが、現在は殆ど関わりがありません。両親や兄は、ご本人の将来を心配して不

動産や預貯金を残してくれていましたが、独居になり心配した知人が介護保険の申請

や後見人の手配をしてくれました。 

ご本人は比較的穏やかな性格ですが、元々の障害に伴う行動がみられ、関係者や近

隣の人が対応に不安を感じ警察に通報されたこともあります。 

ヘルパーや後見人との関係は良好ですが、デイサービス等の利用はとても嫌がり、

体調を崩して入院を勧められたときにも強く拒否されました。 

介護保険ではサービスの支給限度額を越えてしまっていますが、障害者手帳を所持

していないので自立支援法と併用するなどサービスの上乗せができず、かなりの自費

が発生しています。ヘルパーの時間を削ることも考えましたが、ご本人のこだわりが

あるためパターンを変えたり、急いで着替えをしたりすることができないために難し

い状況です。 

 

 

 

 

地域包括支援センターとしての支援 

・年に数回、後見人やケアマネジャー、ヘルパー、区役所担当者とのケース

カンファレンスを実施し、情報共有や今後の方向性を確認しています。 

・カンファレンス以外にも、ケアマネジャーからの相談を受け、必要に応じ

て同行支援をしています。 
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（２）高齢者夫婦と障害を持つ子どもがいる世帯への支援 

８０代のご夫婦と娘の家族。 

生活保護を受給されており、区役所の保護担当ケースワーカーより、妻の心身状況

が低下してきて心配だとの情報提供があり、地域包括支援センター職員が訪問しまし

た。そこで同居している娘さんも長年引きこもりで社会との接点が全くない事を知り

ました。介護保険サービスの利用を勧めましたが、当初夫は「自分が全部やるから」

と拒否をされていました。何とか説得して週 1 回訪問介護を利用することになりまし

たが、その際に、娘さんの今後に不安を感じ、区の障害担当ケースワーカーに相談を

しました。 

娘さんは精神障害者保健福祉手帳を所持していたことから、区分認定の申請をして

娘さんもサービスを利用することになりました。家族以外の人との関わりについて心

配していましたが、徐々に娘さんもヘルパーに馴染んできました。しばらくすると、

夫にガンが見つかり体調に変化が見られるようになったため、夫も要介護認定を申請

し、サービスの利用量が増えていきました。それと同時にご夫婦に何かあった場合、

娘さんの将来がどうなるのだろうかという心配が生じてきました。 

 

 

 地域ケアプラザは、「高齢者支援」をしている施設という印象が強いかもしれません

が、地域で生活していくことを支援しています。高齢者も障害のある方も子どもも、

誰もが地域でいきいきと生活できるよう、お手伝いしています。 

地域包括支援センターとしての支援 

・ご夫婦へは介護保険を利用して生活や受診の支援を行いました 

・娘さんが将来１人になってしまうことを考え、障害福祉課と連携し、娘

さんが安心して生活ができるよう支援しました。また、カンファレンスを

繰り返し行い、情報共有をしてきました。 

 

 数年後、ご夫婦は相次いで亡くなられましたが、娘さんはヘルパーの支

援を受けながら地域で生活してします。 

 何年も引きこもって社会とかかわることがありませんでしたが、主治医

と区の障害担当ケースワーカーと相談しながら、通所サービスを利用する

など、社会参加ができる方法を検討しています。 
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      生活の中に「ありがとう！」を 

                ハウスＥＥＬ 松浪 智子 

 

 

■はじめに 

ケアホームハウスＥＥＬは、１９９８年に開所し、今年で１４年目を迎えます。以

前は都筑区仲町台にありましたが、２００９年に移転し、現在は都筑区北山田にあり

ます。男性４名、女性１名の方が生活しており、私が携わってから２年目になります。 

ＥＥＬで大切にしていることは、それぞれの利用者が、自分でできること、得意な

ことに自信を持って取り組み、ホームの中で役割を担って生活していくということで

す。 

今回はホームの家事活動を行っている２名をご紹介します。 

 

■A さんの（２階）トイレ掃除 

A さんは、日中の仕事として高齢者入居施設の掃除（トイレ、エレベーター、廊下、

外階段等）を行って５年目になります。いつも手順通り正確に仕事に取り組むので、

周りのスタッフから信頼を得ています。 

ホームの中で役割を担う機会についてスタッフ間で話し合っているときに、Ａさん

の得意な掃除の経験を活かすことができたらいいのではないかと考え、２階のトイレ

掃除をお願いしてみることにしました。 

Ａさんは、普段は絵と文字の手順書を元気よく読みながら活動を行います。まずは

Ａさんにわかりやすく伝わるよう、以下のようにトイレ掃除の手順を考えてみました。 

①バケツに水を入れる（２階の風呂場で水を入れてトイレのそばまで運ぶよう、Ａ

さんに口頭で伝える） 

②便座をあけ、手袋をつける 

③マジックリンを２回入れて、ブラシでこする 

④便器の水を流す 

⑤トイレクイックルシートで便座をふく（①便器のふた表→②ふた裏→③便座のふ

た表→④ふた裏を絵に書いて示す） 

⑥トイレクイックルシートを便器に入れ、水を流す 

⑦雑巾をぬらし、タンクとレバーをふく 

⑧床をふく 

⑨バケツの水で、雑巾をあらう 

⑩バケツの水を風呂場に流し、手袋と雑巾を干す 

 

その１ 
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 さあ、いざ初日。Ａさんの様子をみてみると、便器や床を隅々まで丁寧に拭けてい

て、本人の経験を物語っているかのようでした。また、ブラシやトイレクイックルシ

ートなどの扱い方もとても上手で驚きました。 

 実際にやってみて、Ａさんがやりにくそうな部分が３点あり、手順を変更しました。 

１．手順書になかった便器のふちをふく工程を、Ａさんの動きに合わせて⑤に加える 

２．タンクとレバーを拭く範囲が分かりにくそうだったため、⑦にタンクとレバーの

絵を加える 

３．バケツで雑巾を洗う際、水が周囲にこぼれてしまうため、⑨を、バケツを風呂場

に運んだ後に、雑巾を洗うという内容にする 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変更後、以前と違う部分について手順書に沿って掃除に取り組む柔軟な姿がみられ、

Ａさんの手順書に注目する能力の高さに感心しました。 

 掃除を終えたＡさんに「ありがとうございました。」と声をかけると、にっこり、満

面の笑みを浮かべてくださいました。そんなＡさんの一面をみて、役割を担って人か

ら認めてもらうって大事なことなのだなぁと実感しました。Ａさんは、今日も元気よ

く手順書を読み、活動をしています。 

 

 

 

 

 

  

                      

手順書を見るＡさん Ａさんの手順書 

掃除中のＡさん 
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■B さんのごみ捨て 

 B さんは以前、「家でごみ捨てをした」とお話しされていたことがありました。今ま

でホームのごみ捨てはスタッフが行っていましたが、「B さんがごみ捨ての経験がある

ならできるのではないか。」とスタッフ間で話し合い、ごみ捨てをお願いしてみること

にしました。初めてのことに対しては少し緊張される B さんの特性を考え、ごみの量

の少ない「缶・ビン・ペットボトル捨て」を月に１回（第１水曜日の朝に）行ってみ

ることにしました。 

 

さっそく B さんに活動の日にちと内容を伝えると「いいですよ。」と返事をいただき

ました。 

 

初回、活動前になると、外に出ることを意識をしているのか、上着を持ってきては

りきっている様子でした。庭においてあるごみ箱から袋をだし、まとめてもらい、ご

みを捨てる場所をＢさんと確認しました。Ｂさんは流れを理解したようで「これなら

ＯＫです。」と活動に納得している様子でした。 

 

２回目、スタッフが何も言わなくてもごみを捨てに行った B さんでしたが、玄関に

戻ってきて「ちょっとあれで大丈夫かなぁ？」と心配そうでした。スタッフが確認し

に行くと、しっかりと所定の場所に捨てることができていました。Ｂさんに「大丈夫

でしたよ。ありがとうございました。」と伝えると、ほっとされていた様子でした。 

 

ところが今年４月、「缶・ビン・ペットボトル捨て」は回収業者の関係で B さん不在

の曜日に変更となってしまいました。ごみ捨ての流れは定着していたので、今度は「プ

ラスチックのごみ捨て」を金曜日の朝にお願いしてみることにしました。さっそくＢ

さんに伝えると、「プラスチックのごみ捨ては家でやったことがなくて・・・。」と戸

惑う様子がみられましたが、ひとまずＢさんの様子を見守ってみることにしました。

実際にやってみると「これなら毎週行けそうです。」と、少し自信をもたれた様子でし

た。 

 

翌週のＢさんの様子をみていると、スタッフに確

認しなくても自分でやるのが当然のように、ごみ捨

てを行っていました。今では週に１回の活動として

定着しています。 
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最近では、「家でもやってみようかなぁ？」と話しています。そんなＢさんの姿が頼も

しく感じられました。 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■おわりに 

今回、ホームの中の家事活動を利用者に担っていただき、感謝を伝える機会ができ

たことで、Ａさんの自信に満ちた表情やＢさんの自ら活動に取り組もうとする積極的

な姿勢がみられたことを嬉しく感じました。 

 

利用者が自分でできること、得意なことに注目し、その方の特性に合わせて活動を

組み立て、その活動に取り組んだことに「ありがとう」と伝えることが、その方の自

信につながっていくのだなと実感しました。 

 

今後も、役割を担って活動をしているそれぞれの利用者が、自信をもって取り組む

ことができるように、たくさんの感謝を伝えていけたらと思います。 

 

 

 

Ｂさんのゴミ捨て 
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ノートンの 《映画、大好き！》 

「ハングオーバー！ 

消えた花ムコと史上最悪の二日酔い」（2009年） 
 

だんだんと暑い日が多くなってきました。

梅雨が明けるともう夏ですね。今年は関西

でも節電の必要性が訴えられています。暑

いのが苦手な私にとってエアコンは欠かせ

ないのですが、節電を意識した生活をしな

いといけませんね。暑さをしのぐためのグッ

ズも色々と販売されていますが、私の一番

の暑さ対策は・・・、やっぱりビール！キンキ

ンに冷えたビールで、体の中から冷やして

やるしかないでしょう。ということで、今日も

ビールで晩酌をしているノートンです。 

今年度に入ってからバタバタしており、思

うように映画を観ることができていません。

なんとか細々と映画鑑賞をしています。ここ

最近観た映画の中にはそれなりに面白いも

のはあったのですが、紹介したいと思うよう

な作品はなく・・・。なので、過去に観た映画

で爆笑したコメディー映画をご紹介します。

その当時は無名のキャスト、低予算で製作

されながら、全米で大ヒット。日本でもヒット

した映画です。2009年の映画で、2011年に

は続編も公開されました。ということで、「ハ

ングオーバー！ 消えた花ムコと史上最悪

の二日酔い」をご紹介します。 

では簡単にストーリーを・・・ 

 

ダグは 2 日後に結婚式を控えていた。結

婚するダグのために、親友で教師のフィル

と歯科医のスチュはバチュラー・パーティー

(独身さよならパーティー)を計画する。ラス

ベガスで独身最後の夜、ハメを外そうという

もの。ただ、出発前になり、ダグの婚約者の

弟で変わり者のアランも仲間に加わること

になる。ラスベガスでは高級ホテルのペント

ハウスを借り、乾杯後に街へ繰り出した4人。

あっという間に翌朝になり、ホテルの部屋で

ひどい二日酔いから目を覚ますフィル、スチ

ュ、アラン。部屋は荒れ放題、スチュの前歯

が 1 本抜け、なぜかクローゼットに赤ん坊、

バスルームに本物のトラ。そしてダグがいな

い。昨夜いったい何が起きたのか？ダグの

結婚式まで数時間。３人は二日酔いの頭で

昨夜の記憶をたどってダグの捜索を始める

が・・・ 

 

 ハングオーバーは二日酔いのことです。

私もお酒はよく飲みますが、この映画ほど

の二日酔いにはまだあったことがないです

ね。映画館で鑑賞しましたが、ずっと声を出

して笑っていました。痛快なアメリカンコメデ

ィーです。フィル役をしたブラッドレイ・クーパ

ーは、この映画でブレイク。その後、映画で

主役をはる活躍ぶりです。「リミットレス」と

いう映画にも主演されてましたが、これも面

白い映画でした。暑い夏を笑いで吹っ飛ば

すには最適の映画です。ぜひご鑑賞くださ

い。 
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よこはま三歩 
 

はじめまして。今年の４月からまろんワークスで働いている本間勇と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今回は、私の生まれ育った横浜市鶴見区を皆さんに紹介したいと思い

ます。 

 鶴見区は、伝統行事を大切にしている地域です。行事は、潮田神社や

総持寺のお祭り、もとみや納涼祭・ゆうづるの夏祭り、三つ池公園のフ

リーマーケット、沖縄の人の運動会・町内対抗運動会など、さまざまな

行事が行われています。その中でも私がもっとも好きな行事は、潮田神

社のお祭りです。 

潮田神社のお祭りは、潮田神社を中心に綿菓子や金魚すくい、おばけ

やしきなどの屋台が並び、老若男女問わずお神輿を担いで町内を周りま

す。また、鶴見区は外国の方も多く住んでおり、異文化交流が根付いて

いる地域でもあります。私は様々な人たちが楽しそうに交流するのを見

ることが好きです。 

そして、今年の１１月には鶴見駅の改修工事が終わるので、楽しめる

スポットが一つ増えます。 

 機会があればぜひ、鶴見区へ遊びに行ってみて下さい。 

 

まろんワークス 本間 勇 
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強い行動障害から面談が長期にできなかった 

     母子へのアプローチ -母の立場・支援員の立場から- 

 

■3年ぶりに息子に会いました 

           保護者 Ｄ子 

 

Ｃは最重度の自閉症。言葉が出ないため、要求が通らないと苛立って母を殴ること

が子供の頃からありましたが、父親の他界後は更にエスカレートしました。１３年前、

Ｃの要求するコースを違えたとして、運転中の母は殴られ放題に殴られ大怪我をしま

した。これが他人様への加害でなくて良かったと、２週間の入院、１年間の通院にも

耐えました。幸いレジデンスでは適切な指導と、生活の体制を整えていただいていて、

大きな事故は起こさずにきています。 

 

母が大怪我をしたことで、レジデンスより「もう帰宅は無理でしょう」と言ってい

ただきました。なんと有難いことでしょう。しかし週末毎に母の迎えを待っているＣ

を思うと、親としての罪悪感が身から離れず、幼児期よりの対応の間違いを後悔する

ばかりです。レジデンス内での面会を勧められましたが、会えば帰宅ができないこと

を理解できず、パニックを起こすに違いないからと面会を免じていただきました。し

かし、度々見る夢は、Ｃに追われて必死に逃げる場面です。ある時は追い詰められて

低い塀の蔭に伏せて隠れるなど、リアルな夢で、激しい胸の鼓動に目覚め、しばらく

動悸がとまらないほどでした。 

 

Ｃは幼い頃より寸時も目を離すことができず、入所施設で家庭は救われましたが、

週末帰宅は命懸けという歳月でした。帰宅を行わない日々、罪悪感は別として、思い

もかけない平穏な生活を体験できました。おかげ様で、同じ区内に住む認知症の自分

の母親の介護を最期まで果たすこともできました。 

 

  

 
その２ 
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 帰宅も面会もしないという歳月を経て、昨年、Ｃの指導担当の方から、薬をレジデ

ンスに届ける日は作業室をのぞいてゆくように言われました。その都度、母は帽子を

深くかぶり、マスクで顔を隠してＣの姿を見ました。もし気付かれたらと、びくびく

しながら 1 年続けましたが、今度は面会をと言われました。 

 

遂に約束の日、もしＣがパニックを起こしたらという恐怖でいっぱいでした。作業

室では、職員の方々が集まり、もしＣが乱暴しようとしたら止めるという体制をとっ

てくださいました。 

 

Ｃは作業の机に向かっていましたが、声をかけると顔をあげ、驚いたように母を見

つめました。そして少し笑いながら目をつむり、しばし自分の親指の付け根を軽く嚙

んでいましたが、母をふたたび見つめてにっこり笑いました。案じたパニックは起こ

らず、すぐにバイバイの手を振りました。母は泣くだろう、涙がとまらなくなるだろ

うと予想していましたが、あっけなくて涙も出ませんでした。作業室を出る時に振り

返りましたら、Ｃは立ち上がってこちらを見ており、何事もなかったように、又バイ

バイの手を振りました。年齢を重ねていても、手のひらを自分の方に向けてのバイバ

イでした。週末の母の迎えをあきらめるまで、長い年月どんなことを考えていたので

しょう。表情は明るく、意外にしっかりした印象で、感謝の思いでいっぱいでした。 

 

１ヶ月後、今度はお昼を一緒に食べるという計画でした。デパートの地下でお弁当

を買いましたが、Ｃの野菜嫌いが頭から離れず、野菜が少ない生姜焼きの栗御飯弁当

にしました。 

 

ＡＤＬ室の机にお弁当を置いて待っていると、不安そうにやってきたＣは、ガラス

越しに母を見つけると嬉しそうに笑いました。椅子に座るまで嬉しそうでしたが、食

べはじめると、お弁当に集中。栗御飯や生姜焼きをあっという間に食べ、次に、肉の

下にあった人参と玉葱の炒め煮を口に運び、ひじきの煮物まで食べたのに驚きました。

野菜嫌いで、一切口にしなかったＣのためにいろいろ工夫してくださったことを伺っ

ていましたが、実際目にするまで信じられなかったのです。 
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食べ終わると、もう母には目もくれず部屋を出ようとしました。母は食べ残すこと

ばかり気にしていましたが、足りなかったようで、食堂に行こうとしていました。母

は老いたので老人食の尺度でしか考えていなかったのです。今度は充分の量にしよう

と後悔しきりでした。Ｃは、担当の方に導かれてトイレに行った後、作業室に戻ろう

としていましたので、「元気にね」と言って背中をさすってやりましたが、母に対して

何の反応もなしに見向きもせず、自分のコーナーにゆきました。机の前でちらりとこ

ちらを見たので、手を振ると一瞬頭を下げて、もう全くこちらを向きませんでした。

Ｃの作業コーナーは、床の敷物や、意思の伝達の方法に工夫をこらしてあり、自分の

コーナーに安心感を持っているのだと、利用者への配慮の深さとアイディアに感銘し

ました。 

 

Ｃが１０代の頃、「Ｃ君は将来、病院の檻の中で暮らすしかないでしょう」と当時の

指導の方に言われました。適切な場がなければそんな運命だったでしょう。日々ご指

導、御世話くださって、面会の企画を実行までに移してくださったレジデンスの皆様

にどんなお礼の言葉も尽くせません。Ｃと良い状態で再会できたことで、ようやく心

の重りがひとつ取れました。 

 

現在、レジデンスへの入所を切望している方たちが大勢です。いつまでも御世話に

なって申し訳ない思いですが、誰もが良い指導を受けられる実現を心より祈っていま

す。 
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■人生の場面に立ち会う －支援者として３年目の活動から－ 

                     東やまたレジデンス 吉川 悠太朗 

  

 Ｃさんとお母さんが面会できることを目標にした支援を始めたのは、私が入職する

約２年前（２００８年）からです。支援の途中から引き継ぎました。前任者から引き

継がれた内容は、月に１度のお母さんと職員での主治医への通院の帰りにＣさんの様

子を陰から見に来て頂くようにすること。将来的には、直接Ｃさんとお母さんの面会

を実現できるようにすることでした。お母さんは、面会をする際にＣさんがパニック

を起こし、職員に迷惑をかけるから面会できないとおっしゃっていて、ご自身もＣさ

んに対しての強い恐怖心をお持ちのようでした。 

 

担当となった私との１回目の通院を迎え、東やまたレジデンスへお誘いしましたが

断られてしまいました。来て頂けるか不安を持ちながら、２度目の通院を迎え、レジ

デンスへ様子を見に来ていただくことができました。その時の面会の方法は、Ｃさん

の居室を施錠した上で、ドアの窓からＣさんを覗くというもので、お母さんは帽子を

かぶり、マスクをつけ、Ｃさんが顔を向けたら隠れるという、本当に短い時間に様子

を見るものでした。印象としては、こちらが誘ったから来たようで、私が担当してい

る間での直接の面会などはとても無理な話だと思うほど、距離感のある面会になって

しまっていて、お母さんはＣさんと会いたくないのではないか、と疑問を持ってしま

うほどでした。 

  

このような形での面会を繰り返し、通院時にはレジデンスでの様子を伝え、お母さ

んからは、Ｃさんとの過去の話を聞いたり写真を見せて頂いたりしました。お母さん

の話からは、Ｃさんに対する罪悪感や、会うことへの強い抵抗と恐怖が感じられまし

たが、Ｃさんの話しをする時は、嬉しそうな表情になることもあり、強い愛情も感じ

られたので、本当は会いたくないと思うこともなくなりました。 

 

そのようにして私の迷いも無くなり、どうにかして直接会うことを実現させたいと

思い、支援員として何を伝え、何をすべきかを考えていきました。伝えたいことは、

１３年前のＣさんとは違い、他害はあるが行動はだいぶ落ち着いてきていること。お

母さんは、さかんに職員に迷惑がかかることを気にされるが、それはまったく職員に

は問題にはならないことでした。考えた事は、親子が長く離れていながらも、どうに

かして一緒にいるという感覚を持って頂くように工夫することでした。具体的にはＣ

さんの余暇を過ごすための品やおやつなどを持ってきて頂き、それらを受け取ったＣ

さんの様子を伝えることで、つながり感を持って頂くなどでした。お母さんからも、

Ｃさんにこれを食べさせたいなどのご希望を言って頂けるようになりました。 
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しかし、実際には、お母さんにお伝えするＣさんの話は、良い話ばかりではありま

せんでした。それは、他害行為に関してです。今までも他害に関して触れてはいまし

たが、お母さんには濁した伝え方をしていました。ところが、減薬のために他害に焦

点をあてた記録を取ることになり、具体的に伝えなければならない状況になりました。

伝えなければお母さんの抵抗も少なくなるかもしれないと思いましたが、記録を基に

Ｃさんの様子を隠さず話す一方で、もちろん他害には理由があることも説明しました。

お母さんのお答えは、知ることができて良かったというもので、他害行為の話をした

後も、変わらず面会に来て頂き、間接的な面接ながら徐々に面会時間も長くなり、距

離感も近くなっていきました。私も直接会えるのではと思えるようになり、こちらの

気持ちを一方的に押しつけずに、自然な形で会えるようにするにはどうしたらよいか

と考え始めました。 

 

 私がお母さんと初めて通院同行をしてから約１年が経った時でした。かつては間接

的にＣさんと会うという話しを軽くしただけでも強く拒否していたお母さんが、気持

ちが変化して直接会うと意思表示をされました。私たちは喜びとともに面会を設定し

ました。 

 

Ｃさんの作業をする場で、お母さんとお会いしてもらうことにしました。１３年ぶ

りの再会は、以外にも淡々としたものでした。Ｃさんは、本当によい表情をし、自然

な形での面会を行えたと思います。この場には、Ｃさんを昔から知っている職員も立

ち会えました。皆、込み上げるものがありました。こんなに早く実現するとは思いま

せんでした。 

 

そして、２度目の面会を迎え食事をしました。Ｃさんはまたにこやかな表情でした。

お母さんは、Ｃさんに色々なことを語りかけ、胸が一杯だとおしゃっていました。同

席した職員は「もし自分自身が我が子に１３年間会えなかったと思うと」と、涙声で

す。１３年間の長さを感じました。帰り際には、お母さんはＣさんの背中をさすって

下さり、会うことへの抵抗を持っていたことが嘘のような面会でした。 

 

お母さんから、Ｃさんは病院の檻の中で暮らすしかないと言われていたという話し

をお聞きました。もちろん、今のＣさんはそんな事はなく、他害はなくなってはいな

いものの、安定した生活を送れています。遠くからその様子をお母さんに見ていただ

きましたが、きっと１３年前のＣさんの印象とは違ってきたのではないでしょうか。 
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面会は、Ｃさんにとってもお母さんにとっても、大きな出来事だったと思いますが、

これでＣさんへの支援が終わったわけではありません。 

 

ユニットでの生活をより良いものにすることや、Ｃさんとお母さんとの面会や関係

を今後どう積み上げていくかなどです。お母さんや職員同士で話し合いながら、Ｃさ

んの生活を豊かなものにしていきたいです。そして、この経験を次へつなげていきた

いです。 

 

今回のことで、支援者は人の人生に大きく関わり、良い方向にも悪い方向に持って

行ける職業であることを実感しました。このように人の人生に関わる仕事だからこそ、

１人で抱え込まず、今回のようにチームでおこなっていくことが重要なのだとも再確

認しました。 
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～その４４～ 構造化再考⑩ 

 これからの構造化支援 

 

 

これまで 10 回に渡って、「構造化」をキーワードに検討してきました。私が特に伝えたかった点は、

構造化を自閉症理解とセットで考えること、構造化によって本人の生活が豊かになっているかどうか

を確認してほしいということです。支援の現場では、今でも、「絵カードを使えばいい」とか「とにかく仕

切り用のパーティションを使いなさい」など、乱暴な話をする支援者が多くいることを懸念しています。

本来は、自閉症の人がどういうことで困っているか、どういう支援があれば実力を発揮することができ

るかを真剣に考え、＜ＰＬＡＮ－ＤＯ－ＳＥＥ＞の支援プログラムのサイクルを丁寧に続けていけば、

おのずと構造化の必要性と有用性もわかるのではないかと私は思っています。 

 今後、自閉症理解が進み、支援機器もますます便利になり、より洗練された支援ツールが開発され

ていくことで、自閉症の人たちの構造化支援は進化・発展していくことでしょう。私なりにその方向性

を考えると、次のようなポイントがあると思っています。 

 １つは、構造化支援を生活の隅々にいきわたらせることです。これまでは、自立課題や教室のレイ

アウト、授業を進めるための個別スケジュールといった狭い範囲で、特別な対応として構造化が使わ

れることがよくありました。そのためか「社会に出たら構造化されていないから、学校も構造化する必

要はない」といった本末転倒の意見を言う先生がいたりするのです。この先、多くの自閉症の人が社

会参加していくのと連動して、構造化支援もまた彼らの生活の隅々にまで提供されるべきです。日々

の家庭生活はとりもなおさず、運動会や修学旅行といった行事や、一般企業や作業所で働くとき、ガ

イドヘルパーが付いて買い物に出かけるとき、はたまた病院に入院したり海外旅行に出かけたりする

ときも、構造化支援は必要になります。私たち支援者は、その広がりに素早く対応していかなければ

なりません。フィールドはまさに地域生活全般に及ぶわけです。 

 もう１つのポイントは、当事者・家族との連携を深め、構造化支援をより機能的にしていくことです。

ＴＥＡＣＣＨではこうした協力関係を当初から強調してきましたが、日本の実情を見ると、構造化は支

援者が与えるもの（自閉症の人は与えられるだけ）という関係性が強いように思います。しかしこれで

は、個々の実情を考えず支援が一方的になったり、新しい生活場面への対応が遅れたりする危険性

があります。構造化のプランナーは特定の支援者に限らず、家族やヘルパー、あるいは当事者自身

でもいいし、アレンジやバージョンアップもみんなで考えていくという発想が求められます。特に高機

能自閉症やアスペルガータイプの人の場合、ユーザーの意見をもっと聞くべきでしょう。また、自分の

気持ちをうまく言葉にできない重度の自閉症の人には、その行動をよく観察し、彼らの立場にたって

考える想像力と謙虚さが支援者に求められます。親御さんから話を聞いて、修正を繰り返すこともも

ちろん大切です。 

構造化支援の広がりの先に、自閉症のバリアフリーが拓けていると私は思っています。 

＜横浜やまびこの里専門員 自閉症 eサービス代表 中山清司＞ 
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『スイス探訪 

 ～したたかなスイス人のしなやかな生き方』 
 

国松孝次（元スイス大使・元警察庁長官） 角川文庫 

 

 

ポルト能見台で管理栄養士をしている中

村藍です。今回、このコーナーを書くことに

なりました。私は昔から本を読むのが好き

なのですが、実は自分で本屋さんに行って

探したことはあまり多くありません。幸せな

ことに、昔から私の周りにはなぜかいつもお

勧めの本を貸してくれる方々がいて、お眼

鏡にかなったものを読ませてもらうことが多

いのです。そんな私ですが、今回皆さんに

紹介したいのは、「スイス探訪～したたかな

スイス人のしなやかな生き方」です。 

 

 皆さんは「スイス」という国名を聞いて、ど

んなイメージを持ちますか？アルプスの少

女ハイジや美しい景色、チョコレートにチー

ズなどでしょうか。スイスの魅力は実はそれ

だけではありません。本書では知られざる

スイスの歴史や、知れば知るほど興味深い

スイスの内側が紹介されています。 

 

 著者の国松孝次氏は１９９５年警察庁長

官狙撃事件の際に重傷を負った、かの元長

官です。１９９９年から２００２年まで３年間ス

イス大使を務められ、その際に、有名な国

の割にスイスの文物に触れた本が少なく、

そこに日本人の目を向けたい、と思ったこと

が執筆の１つのきっかけとなったようです。 

 

 

 この本を読んでいると、筆者も「プラグマテ

ィック（実用主義）」と表現している通り、牧

歌的なイメージとは対照的に非常に合理的

な国であることがわかります。それがヨーロ

ッパのど真ん中に位置する小国でありなが

ら、周辺国から身を守り、スイスがスイスた

り得た所以なのかもしれません。 

 

 また、この国には直接民主制や「ビュルガ

ーゲマインデ」と呼ばれる市町村とは別に

ある属人的な共同体、非常時には４８時間

以内に３５万人を動員できる民兵制度、わ

ずかな保険金で利用可能な航空救助隊な

ど、驚きのシステムがたくさんあります。 

  

 そしてこの本では、ワインやチーズ、チョコ

レート、ラクレットなどスイスのおいしいもの

の紹介も忘れてはいません。今では当たり

前のミルクチョコレートや詰め物の入ったフ

ィリングチョコレートはスイス人の知恵から

生まれたのだそうですよ！ 

  

この本は２００３年初版（文庫版は２００６

年）なので、新しい本ではありませんが、非

常に中立的にスイスの現状や成り立ちが描

かれていて、スイスをより深く身近に感じる

ことができます。したたかでしなやかなスイ

スに興味が湧くのではないでしょうか。 

（中村 藍） 

本棚から 
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自閉症児の親も 

   一日にしてならず。 

                             ペンネームは                      
ｍｏｍｏｅ 

 

 

 

 

 

ハイテンションの後には・・・ の巻 

 

４月１１日 朝、起きぬけにベッドで涙を流し顔をゆがめて泣いている。そばに行く

と「あっちへ行け」とばかりに手を払うので、ティッシュだけ渡して「大丈夫だよ」

とだけ声をかけて退室する。しばらくして鼻をすすりあげながら部屋から出てくる。

その後いつも通り作業所に行く。 

 

４月１３日 昼下がり作業所から電話があり、次男が昼食後急に泣き出したとのこと。

初めてのことなので職員がびっくりしたらしく前後の様子も含めて詳しく報告してく

れるが、たぶん 2 日前と同じように何か思い出したのではないか、と伝える。長い長

いハイテンションの波の後には色々なことが脳裏に去来するの・・・それとも直前の

ハイテンションへの対応に嫌なことがあったのか・・・ 

 

４月１６日 「訓練会」で造形活動の日だったが、私が視聴者プレゼントで当たった

美術館観覧に行くため欠席と伝えていた。しかし帰りの電車の接続がよく間に合いそ

うだったので次男の帰り道を逆から向かうと、果たして次男とばったり会える。次男

に「今日スケジュールになかったけど造形に行く？」と聞くと「うん」という。いつ

も訓練会の前には早めの夕食を外食するので、それがしたくての「うん」だったと思

うが、すんなり変更をうけいれ・・・食べたかった「粉モン」をがっつり食べ、造形

を楽しむ。ずっとハイテンションだったため、造形活動もさっさと切り上げることが

続いていたが、この日は絵ハガキ大の紙に次々と自分の知っているものを描く。おも

しろかったのは、「飲む」。私はてっきりコップを描くものだと思ったが、水色で全面

塗る。 

 

 

★ｍｏｍｏｅさん紹介★ 

知的障害のある人の地域生活支援をする特定非営利活動法

人の理事です。首都圏通勤圏にある某市に夫と夫の母親（要

支援 2）、専門学校 1 年の長男と所属法人で新規に設立した

作業所 3年目・21歳で知的障害と自閉症がある(療育手帳で

最重度、障害程度区分 6)の次男と暮らしています。 
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４月１７日 ここ３カ月ほとんど４時５時起きだったのだが、この日から起こすまで、

あるいは適正な時刻まで寝ていられるようになる。ああ、やれやれ、これで私もぎり

ぎりまで寝られる～ 

 

４月１８日 さて、そうなるとハイテンションに対する反転が入りますです。すこ～

し次の行動に移る時間が延びる軽い「固まり」が始まる。 

 

４月１９日 朝、出発前の次男に「おばあちゃんちの（１階）雨戸あけていってね」

と声をかけると、ごみ袋を２つ持ったまま庭に回って重い雨戸を３か所あけていく。

出発前に声をかけられるのはとても嫌がるのだが（いつもの仕事以外のことを言われ

るのが嫌）顔を見せずに違う部屋からなんとな～く言ったのがよかったのかもしれな

い。 

 

４月２０日 作業所で月１回隣の駅にある福祉会館の広いフロアでムーブメントとい

うかリトミックというかエアロビクスというか、という運動をしている。この運動が

ある日は着替えや靴などいつもより荷物が多いので、違うリュックで行くため、いつ

も私が「明日は運動だね～こっちのリュックで行こうね～」と言いながら準備してい

たのだが、この日は次男がちゃんといつものリュックから必要なものを移していた。

着替えと飲み物は入っていなかったが、自分でスケジュールを把握していつもと違う

準備ができた。次回以降全部準備できるよう取り組もう！ 
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４月２６日～ この日から２泊３日の短期利用。関係があるかどうかわからないが、

また朝起きぬけに泣く。前回と同じ対応をして様子を見るが、今回も起きてきた後は

普通に出発した。しかし、多動が復活していたようで２７日朝作業所に送ってきた入

所施設の職員が作業所の職員に話したところによると初日は睡眠は２時間だったとの

こと。２８日私が施設に迎えに行くと昨晩からは６時間半寝たそうで、帰ってきてか

らも片づけをするなりすぐ寝た。 

 

 また、この日に毎年度初め恒例の作業所の個人面談を入れておいた。２月からのハ

イテンションの波については週１回迎えに行った時や連絡帳で情報交換をしていたが、

管理責任者や法人理事長も加わって長時間支援について話し合うことができた。主治

医の予約が２週間後にとれたので、資料として作業所での様子を表にしたものを準備

してくれていたので、それも見ながら。①丸３年たったので、作業の内容がマンネリ

化していること②突然声を出すメンバーにたいしての不快感がはっきりしてきてしま

っていること③中学高校と３年ごとに環境が変化したのに今回は変化はないのか？と

思っているのか？などが変調の原因と考えた。昨年４月に増設した同じ法人の喫茶店

併設の作業所は次男が籍を置く作業所よりも部屋数が多く、使っていないフロアがあ

るので、そこを利用して静かな環境で作業ができる。ここを利用して、まず週１から

いつもの作業を持って出向してみようということにする。（６月１日から実施）その後

日数を増やす、作業を行った先のものにする、と、１つずつ「アップロード」してみ

ようということになる。（ＡＴＡＲＵ見てます！） 

 

４月２９日 ベッドでぐずぐずしているので、隣の町にあるつつじがきれいな公園に

散歩に誘う。夫の腕につかまってぐずぐず歩く。 

 

４月３０日 夫も兄も仕事や学校に出かけ、二人きり。次男は休みなのに６時から起

き出し、声出しが多く動きも多い。昼食後私は眠くなりごろごろ寝ているといつの間

にか次男もあくびをしだし、一緒に昼寝をしている。私より長く寝ている（私は３０

分たつと目が覚めてしまう）。 

 

５月３日 この日から夫が連休。雨。次男は１日中食べる以外は寝ている。 

 

５月４日 日帰り「ミステリーバスツアー」に３人で参加。大体行き先の想像はつい

ていたが、その通りだった・・・。次男は夫と２人で座っていたが、乗った時から眠

そうで（集合は６時２０分だったので５時に起こした）珍しくバスの中で何度も寝て

いた。終わりのほうは「また降りるのか」という感じでしぶしぶであったが、特に混

乱や不機嫌がなくつきあってくれた。 
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http://www.yamabikonosato.jp/index.php 

ホームページ☆ 

ご覧下さい！ 

クリック！！ 

 
～コラム～ 

 

こんにちは。昨年の１２月より東やまたレジデンスで勤務をしている杉山は

るかです。 

就職して、半年たちましたが先輩職員に指導していただきながら日々勉強の

毎日です。 

 今日は、私の出身地について簡単ですが、紹介したいと思います。私の生ま

れ育った町は、静岡県の御殿場市です。富士山の裾野に位置しており、私が生

活している目の前にはいつでも大きな富士山がそびえ立っています。「それだ

け身近に富士山が位置していれば、いつでも登れるんでしょ？」と人にはよく

聞かれますが、残念ながら富士登山は小学校の遠足の時のみです。しかしなが

ら、実家に帰り、富士山をみると「ただいまー！」と、叫びたくなるくらい私

にとっては身近な存在です。春夏秋冬、富士山は様々な顔を見せてくれます。

是非、御殿場市に来て、一度は大きな富士山を見ていただけたらと思いま

す！！ 

地元を離れて１０年以上が経ちましたが、帰るたび不思議と富士山に応援さ

れているような感じがします。私にとって富士山はパワースポットなのかもし

れません。４月に港北区に引越しをし、仕事も生活もスタートしたばかりです。

今後も頑張っていきたいと思います。皆さん、宜しくお願いします。 

 

東やまたレジデンス 杉山 はるか 
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△▼横浜やまびこの里後援会▼△ 

 横浜市内で自閉症という障害を持つ人たちが地域で生活をするためのサ－ビスを、一つずつ

作り出していく活動をしている『社会福祉法人横浜やまびこの里』の活動のバックアップを目

的としています。 
 

入会された方には｢マンスリーやまた｣｢後援会報｣をお届けします(郵送) 
 

会員種別 個人会員 法人会員 

会費 １口 ３，０００円／年 １口 １０，０００円／年 

入会時期 

(定時入会) 

７月または１月 

会費納入方法 (ア)７月入会者 

 ７月～１２月入会者は当該年度の会費を納入し、次回からの会費は

翌年の７月に納入し、以後毎年７月となります。 

(イ)１月入会者 

 １月～６月入会者は当該年度の会費を納入し、次回からの会費は翌

年の１月に納入し、以後毎年１月となります。 

振込口座 

(郵便振替) 

横浜やまびこの里後援会  <口座番号> ００２４０－３－７６１６３ 

 
 

  ★後援会のお申し込み・お問い合わせ★ 

横浜やまびこの里 後援会事務局    ＴＥＬ０４５（５９１）２７２８ 

～編集後記～ 

今号の「マンスリーやまた」は、これまであまり登場しなかった地域ケアプラザの

記事やレジデンス利用者の親御さんの記事など、いつも以上に読み応えのある内容

で、２４ページとボリューム満点です。私たち支援者は、当事者だけでなく家族全

体を支える視点をもつことが大切だと改めて思います。（桜井美佳） 

http://www.yamabikonosato.jp/

