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▼ＦＭやまびこ                  櫻井 紘子    ２ 
△ＦＭやまびこ番外編               二宮 瑠美    ６ 

▼ノートンの映画大好き！             ノートン    １１ 
△里からのたより                 関水 実    １２ 
▼自閉症児の親も一日にしてならず         ｍｏｍｏｅ   １６ 
△本棚から                     西尾 紀子   １９ 
  

◆よこはま三歩 （笠原 有起） ・・・５ ◇疑問符だらけの現場用語集 ・・・１０ 

◇コラム    （三浦 奈都弥）      ・・・９ ◆後援会・編集後記 ・・・２０ 

「京浜急行大師線干支マーク付き車両」 
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安心・納得を第一に！～新しい作業場所への異動～ 

                            東やまた工房 櫻井 紘子 

 

■はじめに 

 利用者の暮らしを考えた時に、適度な変化や新しい活動に挑戦することも大切な支

援の一つだと考えています。今回は、長年過ごしてきた「東やまたレジデンス」の日

中の活動場所である「オープンエリア」から「東やまた工房」に異動してきたＡさん

の支援を紹介します。 

 

■Ａさんを知ることから始める 

Ａさんは東やまた工房へ通所を始めてから１０数年間ずっと「オープンエリア」で

作業をしてきました。今回の作業場所の移動はＡさんにとっては初めてのことになり

ます。担当することになった私たち「東やまた工房」の職員は、Ａさんの顔と名前は

知っていましたが、どのような方なのかはあまり知りませんでした。そこでまずはＡ

さんがどのような方なのかを知る為に、Ａさんの情報収集から始めました。 

Ａさんは３４歳の男性です。日中は「オープンエリア」へ通所をし、夕方からケア

ホームで生活をしています。週末は自宅で過ごすため、金曜日に帰宅し、日曜日の夜

にケアホームに戻ってきます。 

私たちはまず「オープンエリア」とケアホームの見学に行きました。２か所ともＡ

さんが長年いる場所なので、とても穏やかに過ごしていました。 

日中の作業では、ボールペンの組み立てから細かいネジの取り付けまで１度に多く

の量を黙々とこなしていました。周囲にいる人が気になるのか、キョロキョロと周囲

を見ている事が多く、手元へ集中しにくそうな様子が見られました。 

ケアホームではＤＶＤを観たり、ロディオボーイをやったりとゆったりと過ごされ

ている印象です。 

ただ、活動をしていない時には立ち歩きが多く、近くにいる職員に、好きなコマー

シャルのセリフを繰り返し言ってもらおうとすることが多くみられました。 
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■新しい場所での過ごし方 

いろいろな職員から聞き取った情報や、見学をして実際に見て得た情報を整理して

ゆくうちに、一人ひとりの職員の中でＡさんの人物像が少し具体的にイメージできる

ようになってきました。各自が得たＡさんの情報を持ち寄り、作業室でどのようにす

ごしてほしいかをミーティングや日中の時間の中で話合いました。こうして、今回の

異動に際して、大切にしていく３つの支援のポイントを整理し、準備を進めていきま

した。 

 

① 新しい環境に慣れてもらうことを第一優先にする 

・日課の流れは変えず、スケジュールを伝えるカードも全て今まで使用していた

ものを使う。 

② 作業環境の設定 

・より集中して作業に取り組めるように、作業場所は人の出入りが見えにくい壁

向きの席を用意する。 

・机の上にＡさん専用の作業棚を用意し、作業の始まりと終わりを明確にする。 

・休憩用のタイマーを使用することで、時間を意識してもらえることを目指す。 

・休憩時間は、以前と同じように紙に好きな言葉や文字を書いて過ごしてもらう。 

③ Ａさんへのかかわり方 

・活動に集中してもらうため、活動中にＡさんが職員に対してかかわりを求めて

きても基本的には応えない、と対応を統一する。 

 

■ご本人への伝え方 

長年いた作業場所から異動するのは、Ａさんにとってはとても大きな変化です。当

日のＡさんの不安を最小限にする為にも、どのような伝え方が良いのか「オープンエ

リア」の職員、ケアホーム職員、そして私たちで次のように流れを考えてご家族へ提

案しました。 

 

① Ａさんには当日の朝に伝える 

・週末に伝えると、Ａさんが自宅で不安になってしまう心配があるため。 

② 当日の朝は普段通りにオープンエリアへ出勤して、作業を始める 

③ 作業→休憩の一連の日課を終えたタイミングでＡさんに伝える 

④ Ａさんが普段使っているスケジュールカード等を持って、職員と一緒に「東やま

た工房」に移動する 

⑤ 新しいスケジュールの設置場所に、スケジュールカードをセットする 
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■初日から現在まで 

受け入れ初日に上記の流れでＡさんに伝えました。スケジュールをセットする頃ま

では少し不安そうな様子でしたが、１時間も経つと落ち着いて作業に取り組んでいま

した。 

作業棚の使い方や、休憩中の過ごし方もこちらが期待していた通りに、滞ることも

少なくスムーズに過ごすことができました。新しい場所なので、もう少し混乱してし

まうのかなと不安に思っていましたが、意外なほど早く新しい環境へと慣れてきてい

るＡさんでした。 

今までの日課を大きく変更しなかったことや、スケジュールカードをそのまま使用

したことなど、Ａさんに馴染みのある手がかりを使うことで新しい環境にも慣れてい

きやすかったのだと感じました。さらに、Ａさんに伝えるタイミングを、今までの経

過を踏まえて直前にすることで、Ａさんが不安や緊張を感じる時間を短くすることが

できました。休憩時間の過ごし方も、職員側の対応を統一することにより、立ち歩く

こともなく座って物書きをすることができています。ケアホームや自宅でも特に大き

な変わりなく、落ち着いて過ごしているとのことでした。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

■終わりに 

Ａさんの受け入れにあたり、ご家族をはじめ、Ａさんの生活に関わってきた多くの

職員が連携し合いながら、支援を進めてきました。 

情報を共有し確認していくことで、双方でＡさんがどのような方かを確認し合えた

こともまた大事な作業だと改めて感じました。 

その上で、Ａさんが新しい環境に慣れていくことを念頭において準備をすすめてい

きました。作業のやり方や休憩の仕方等、今まで行ってきたことの１つ１つを見直し

てきました。Ａさんの視点で見ていくことで、新たな改善点もでてきました。そこで

職員で話し合い、修正をすることでＡさんが過ごしやすい環境が整い、作業場の異動

作業に集中しているＡさん 

部品の組み立て作業を中心に行って

います。 

休憩中の様子 

職員から渡されたメモ用紙に文字や絵

を書いて過ごしています。 
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よこはま三歩 
 
はじめまして。本年度４月から新入職員として東山田レジデンスで働いて

いる笠原有起と申します。 

 勤務を終えてから「ラーメンを食べて帰ろう」と思う。ラーメン大好きな

私が紹介するところは、もちろん新横浜にある『新横浜ラーメン博物館』で

す。ここには 9 件のお店があり全国のおいしいと言われるラーメンが集まっ

ています。味も、しょうゆや味噌、とんこつ、塩などすべてあり、自分の好

きな味だけではなくいろいろな味を楽しめます。私がおすすめするラーメン

は 2 店あり、山形の唐味噌ラーメンと、札幌の味噌ラーメンです。横浜の家

系とよばれるとんこつ醤油が好きな私は、ここで味噌のおいしさを知りまし

た。それと、ここではラーメンをただ食べるだけではなく、雰囲気作りにも

こだわっています。昭和の建物を再現し、揚げパンなどもあり、親が小さい

頃よくやったと言っていた型抜き、射的や紙芝居などタイムスリップしたよ

うな感覚に陥ります。私は昭和の雰囲気が好きな上、ラーメンも食べられる

のでとても幸せです。 

 ぜひ一度、足を運んで懐かしい雰囲気の中、自分の好きなラーメンを探し

てみてはいかかでしょうか。きっとおいしいお店が見つかるはずです！！ 

               東やまたレジデンス 笠原 有起 

 

も無事に出来たのではと思います。 

今後はこの安定した生活を維持しながら、随時見直しを行い、過ごしやすく分かり

やすい作業環境の場を提供していきたいと思います。 

 

私ごとで大変恐縮ですが約１年半の育児休暇明けで、今回のＡさんの作業場異動を

担当させてもらいました。 

仕事の感覚が今一つ戻らず、時間もない中で、ご家族の方を始め、一緒に準備を進

めていったスタッフ一同に深く感謝したいと思います。 

ありがとうございました！ 
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養護学校学生実習報告～作業環境の設定～ 

                      東やまたレジデンス  二宮 瑠美 

 

 

７月号に続き、養護学校実習で受け入れた高等部３年生のＢさんへの取り組みにつ

いて報告させていただきます。 

今回は、実習生を受け入れてからの様子について、主に作業の環境設定と作業に取

り組んでもらうにあたって変更した点、工夫した点についてお伝えします。 

 

■環境設定について 

＜実習１日目＞ 

１日目は、他の利用者もいる室内に作業机、休憩椅子をセ

ッティングして実施しました。Ｂさんは椅子に座ることがあ

まりできず、休憩中もほとんどの時間を床に横になって過ご

していました。また、他の利用者もいる室内だったため、他

の利用者との動きが重なることがありました。 

そのような様子から、場面の目的をより明確に本人に伝え

られる環境の設定と、Ｂさんの休憩スタイルを確保できる空

間の必要性があると考え、2 日目以降は個室に変更しました。 

 

 

 

＜実習 2 日目以降＞ 

 個室内を大きく、休憩エリアと作業エリアに分けて実習に臨みました。 

                     

  

 

 

 

 

 

 

 《個室内レイアウト》 

 

 

平面図 

職員用机  

本
人 

作 

業 

机 
 上履き 

職員 本
人 

＜作業机＞ 

＜休憩用椅子＞ 

《休憩エリア》 《作業エリア》 

ウォークマン 

片付け BOX 

片付けBOX 
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＜工夫した点＞ 

①休憩エリアと作業エリアを分ける 

個室内で休憩エリア、作業エリアを区切ることで視覚的に分かりやすいようにし

ました。 

②活動と場所は 1 対 1 で設定 

１つの場所を多目的に使用することは避け、その場所が何をする場所で何をすべ

きか、より明確に伝える設定にしました。 

③休憩を起点とし、作業・トイレ・昼食などの活動に移行 

作業～休憩の流れで、トイレなどに誘導していましたが、休憩へ入る行動は自立

して動くことができていたため、２日目以降は休憩を起点に活動に移るように変更

しました。それにより、スタッフの介入を減らし、自立的な行動が増えることを期

待しました。 

④動線上に片付け BOX 等を置き、視野に入るようにする 

あえてＢさんが通りにくい場所に設置することにより、視野に入り、“自ら気付

く”ことができるようにしました。また、椅子などを置くことにより、休憩エリア

の範囲を区切ることもできました。 

 

■作業について 

＜作業環境の工夫＞ 

①パーテーションなどで区切り、作業に意識が向く環境の設定 

取り組む作業を机上にセットし、机を壁に向けるように設定しました。 

 

②作業への促しは、次に行う作業の具材を本人に渡す 

開始当初、絵カードを準備していましたが、カードが何を示しているか、という

理解は難しい様子でした。そのため、作業で実際に使用している具材を提示物とし

て使用しました。導入の段階では声掛けを交えて行っていましたが、徐々に職員の

介入が減り、最終的には提示物を見せることで作業に移ることができるようになり

ました。 

また、カード導入時はカードを受け取ることも少な

く、カード入れにマッチングすることも困難でした。

しかし、次の作業の具材を併せて提示することで、具

材を手に持ったまま作業に入る流れから、提示物を受

け取りマッチングすることも徐々に定着していきま

した。 
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③職員の立ち位置、距離感・フェードアウト 

一定時間、椅子に座り作業を行うことが困難であり、職員がＢさんの横に付くと

姿勢が職員側に横向きになる傾向がうかがえました。そこで、作業導入時には職員

が正面に立ち、教えるようにしました。 

正面を向いて座ることが定着してきた段階で、徐々に職員がＢさんから離れるよ

うにし、最終的には個室の外に出てＢさんからは見えない位置で見守ることで、Ｂ

さんの得意とする作業においては一定時間、一人で作業に取り組むことができるよ

うになりました。 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

■まとめ 

今回の実習の中では、“座って過ごす”、“活動を行う”などの習慣を作ることから実

施しました。作業場面では、初日の数十秒の作業量から４日目には、１～２分の作業

を１人で行うことができるようになりました。ただし、2～３分程度かかる作業になる

と離席も増え、取り組み状況にムラが見られました。今回の実習では、Ｂさんが意欲

的に取り組むことができる時間（１分～２分程度）の作業を繰り返し行いましたが、

作業を終えてから次の行動に移る習慣ができれば、今後は徐々に作業量を増やしてい

くことができると思いました。 

Ｂさんにとってわかりづらい作業や工程が多い作業においては、拒否も見られ、混

乱をまねくことにも繋がるため、作業の提示方法にも配慮が必要であると思いました。

また、座って行う作業だけではなく、身体を使った作業も増やしていくことで、取り

組める活動の種類も増えていくのではないかと感じました。 

  

■最後に 

４日間という短い期間の中で、Ｂさんは職員の働きかけに応じて、とてもよく活動

に取り組まれている様子がうかがえました。特に最終日、親御さんや先生方がいる中

で、一旦は親御さんに近づいたものの、作業に取りかかることができ、一連の流れを

１人で行うことができました。その様子を見て、担当者として驚き、同時に安心もし

ました。 

＜片付けＢＯＸの設置場所＞ 
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ご本人の特性に合わせ、環境や対応を整理し伝えていくことで、１人で活動できる

幅は広がるということを改めて実感した機会となりました。 

また、提示、活動、場所が本人の中で一致し、今自分が何をすべきなのか、本人の

理解に繋がったことに安心と嬉しさを感じました。今回の実習の中で、日々、当たり

前になりつつあり、見過ごしてきた部分に改めて気付くよい機会となり、自分にとっ

ても学ぶことが多くあった実習となりました。 

何よりも、ご本人の表情もよく、休憩中や作業中などに笑顔も多く見られたこと、

苦手な暑さの中の実習でしたが、４日間安定して通所できたことが何より嬉しく感じ

ました。 

 

＊お詫び＊ 

マンスリーやまた７月号の「ＦＭやまびこ番外編その２」のタイトルに誤りがありまし

たので訂正いたします。 

「３年ぶりに息子に会いました」と記載しましたが、正しくは「１３年ぶりに息子に会

いました」でした。失礼いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
～コラム～ 

 

はじめまして。今年の４月から横浜市発達障害者支援センターに勤務している

三浦奈都弥(なつみ)です。 

 私は青森県八戸市の出身で、横浜に引っ越すまではずっと八戸市に住んでいま

した。そのため横浜については、中学校の修学旅行で行った八景島シーパラダイ

スと、テレビで見たことのある中華街くらいしか知りませんでした。そして引っ

越してきて新たに知ったことは、横浜が「港町」と呼ばれていることでした。実

は私のなかでは、「横浜」と「港町」や「海」という単語が全く結びついていなか

ったので、みなとみらい方面に行った時は少し驚いてしまいました。しかし、長

年住んでいた八戸と似たところを見つけ、親しみもわいてきました。 

 引っ越してから 5 か月が経ちますが、どこかに出かけるたびに新たな発見があ

ります。今後も、少しずつ横浜を知っていきたいと思いますので、おすすめスポ

ットなどありましたらぜひ教えてください。 

 それでは、まだまだ未熟者ですが、今後も頑張っていきたいと思いますのでど

うぞよろしくお願いします。 

 

横浜市発達障害者支援センター 三浦 奈都弥 
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～その４５～ 組織の理念 

         

佐々木正美先生が実行委員長を務める自閉症カンファレンス NIPPONは、今年で 11回目を迎

えました。毎年、米国ノースカロライナ大学 TEACCH 部のディレクターやセラピストを招いた

2日間の大会は、国内各地の自閉症支援の実践を共有するとともに、TEACCHの理念や海外の最

新情報を学ぶ貴重な機会になっています。このカンファレンスで、TEACCH 部の元統括ディレクター

のゲーリー・メジボフ先生は、TEACCH のコアバリューの講義をされます。創始者の故エリック・ショプ

ラー先生の教えや、これまでTEACCHのスタッフたちが共有してきた価値(バリュー)を整理し、明示す

る試みだと言えます。 

「私たちは何を大事にして働くのか」「私たちの組織は何のためにあるのか」「私たちが理想とする

社会とは」・・・今はまだ実現されてはいないが、これから目指していきたい「あるべき姿」を、≪理念

≫と呼んでいいでしょう。逆に言えば≪理念≫を持たない（意識されない）組織や事業は、ただ目の

前にある日常業務を淡々とこなすことで事足りるという考えになります。日々の仕事にきちんと取り組

む姿勢は大事なことですが、こういう仕事の仕方では、実際のところ早晩立ち行かなくなってしまうこ

とがよくあります。 

なぜなら、私たちを取り巻く環境や状況は常に変化していくからです。人は年をとります。建物や機

材も使っていくうちにくたびれていきます。経済が良くなったり悪くなったりしますし、新しい技術やアイ

デアは次々に生まれていきます。社会の制度や仕組みは変わり、人々のニードも多様化していきま

す。天変地異や大事故はいつかやってきます。 

≪理念≫を持たない（意識されない）ということは、こういう環境や状況の変化に対し、常に後手に

回ることを意味します。あるいは、そういう現状をいつも追認し、あきらめていくしかありません。先見

の明も何の備えもなく、怠惰な日々を過ごし、最悪の結果を招いたとしても誰も責任をとらない。そう

いう惰性した組織運営になっていくことでしょう。 

ゲーリー先生は、二人の米国大統領の言葉を TEACCHのコアバリューに含めています。 

１つは、「幻想なき理想主義」（ケネディ大統領）。もう 1つは、「私たちは持てる力の全てを投入して

ベストを尽くす」（ルーズベルト大統領）。これだけではありませんが、こういうことを TEACCH では大

事にしていますと説きます。そして、そういう≪理念≫を共有したスタッフや家族・関係者が連携し協

働し、自閉症支援を進めていこうと私たちの仕事のあり方を示すのです。 

≪理念≫がなければ、仲間は集まりません。組織がどこに向かうのかもわからなくなってしまいま

す。本誌を発行している横浜やまびこの里は、「私たちは、自閉症の人をはじめとする障害者・高齢

者などの地域生活支援システムの構築を進めます」と謳っています。また、「一人ひとりに対して、そ

の障害を理由に社会から排除されることなく、積極的な社会参加が可能になるように活動します」と

表明しています。≪理念≫が私たちの仕事の方向を示すのです。ただの飾りにしてはいけません。 

＜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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ノートンの 《映画、大好き！》 

「ミッドナイト・イン・パリ」（2011年） 

 

 

８月に入り、当然ながら暑いですね。

暑いですが、ついこの間クロスバイクを

購入したので、嬉しくって自転車で移動

する機会が増えました。サイクリングは

なかなか気持ちいいものです。サイクリ

ング効果で、ずっとたるみっぱなしのお

腹が少しは引き締まらないかと思ってい

ます。自転車に乗るととにかく汗をよく

かくので、その後のビールが旨い！これ

もサイクリングの醍醐味だ。そしてビー

ルを嗜み、結局ポヨポヨのビール腹のノ

ートンです。 

 さて、何だか忙しい日が続いており、

映画鑑賞は細々と続けている状況です。

最近観た映画では、「リンカーン弁護士」

「幸せへのキセキ」がソコソコおもしろ

く、感動できる映画でした。しかし、私

の大好きなウッディー・アレン監督の「ミ

ッドナイト・イン・パリ」(2011、スペ

イン・アメリカ合作)が良かったですね。

今回はこの映画を紹介します。 

 では簡単にストーリーを・・・ 

 

ハリウッド娯楽映画の脚本家ギルは、

婚約者イネズとともにイネズの父親の仕

事に同行してパリを訪れる。そんな中、

映画のシナリオ執筆に虚しさを覚えてい

たギルは、作家への転身を夢見て小説を

執筆していた。特別な思いのあるパリで、

古き良き街並みを堪能することを楽しみ

にしていたギル。しかし、お嬢様育ちで

現実主義者のイネズとは感覚の違いがあ

り、ギルはパリを楽しむことができない

でいた。また、イネズの男友達である大

学教授の嫌味なポールとも出くわしスト

レスは増すばかり。ある夜、ギルは１人

で真夜中のパリを歩く機会を得て、やっ

と一息つくことができたのだった。しか

し、道に迷ってある通りに迷い込む。時

計台は午前 0 時の鐘を鳴らした。そこに

旧式の車がやってくる。搭乗者に誘われ

るままにその車に乗り込んだギルが連れ

て行かれた場所は、1920 年代のパリで

あった。そこで当時の芸術家達に出会い、

ギルは小説の創作意欲を更に高め、また、

現状に不満を抱えるようになる。過去と

現在を行き来する中で彼が下した決断

は・・・。 

とてもおしゃれな映画でした。パリの

街並みがキレイだし、過去の芸術家達の

服装もおしゃれです。ウッディー・アレ

ンさんのおしゃれな世界を感じることが

できる作品です。大人のメルヘンであり、

ファンタジーです。映画の中に入りたい

と思うような作品でしたね。おススメで

す！ 
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発達障害（アスペルガー症候群）のある被告人に対する 

大阪地検裁判について 

 

発達障害がある男性が実姉を刺殺した事件に対し、大阪地検裁判にお

いて検察側の求刑を超える裁判が言い渡されました。この事件については、

発達障害に関わる関係者からの声明文が出され、マスコミなどでも取り上

げられています。自閉症スペクトラムに関わる横浜やまびこの里にとっても

看過できない問題です。問題点を整理しながら今後を見守っていきたいと

思います。 

 

１．裁判の概要 

大阪市平野区の自宅で昨年７月、姉（当時４６）を刺殺したとして殺人罪

に問われた男性被告（４２）に対して発達障害を理由に検察側の求刑（懲

役１６年）を上回る懲役２０年とする判決が７月３０日に大阪地裁の裁判員

裁判で出されました。 

 

２．なぜ、求刑よりも重い判決を出したのか。 

大阪地裁の判決要旨から一部を抜粋して、なぜ、量刑を求刑よりも重く

したかをみてみましょう。 

 

・ 被害者が被告人のために身体的にも金銭的にも尽くしていたにもかかわらず、本件のように

理不尽に殺害されたことに対する遺族の悲しみや怒りも大きく「姉は殺されて不本意に人生を

負えざるを得なかったのに、殺した張本人がその後も生き続けられるということに対して、私は

とうてい納得できません。」「一生刑務所から出てこられないようにして欲しいです。」等と述べ

て被告人に対する激しい処罰を望む心情は，人間の持つ当然の気持として十分に理解でき

る。 

・ 確かに（犯行に至る経緯）で判示したような犯行の動機の形成過程は通常人には理解に苦し

むものがあり、精神科医である○○証人が証言するとおり本件犯行の動機の形成に関して、

被告人にアスペルガー症候群という精神障害が認められ得ることが影響していることは認めら

れる。しかし、被告人が供述するような動機に基づいて被害者を殺害することは、社会にとうて

い受け入れられない犯罪であるし、被告人もそのことは分かっていた旨供述している。（中略）

最終的には自分の意志で本件犯行に踏み切ったと言えるのである。従って、本件犯行に関す

るアスペルガー症候群の影響を量刑上大きく配慮することは相当ではない。 
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・ すなわち被告人は、本件犯行を犯しながら、いまだ十分な反省に至っていない。確かに、被告

人が十分に反省する態度を示すことができないことには、アスペルガー症候群の影響があり、

通常人と同様の倫理的非難を加えることができない。しかし、健全な社会常識という観点から

は、以下に病気の影響があるとはいえ、十分な反省がないまま被告人が社会に復帰すれば、

そのころ被告人と接点を持つものの中で、被告人に意に添わないものに対して、被告人が本

件と同様の犯行に及ぶことが心配される。被告人の母や次姉が被告人との同居を明確に断り、

社会内で被告人のアスペルガー症候群という精神障害に対応できる受け皿が何ら用意されて

いないし、その見込みもないという現状の元では、再犯のおそれが更に強く心配されるといわ

ざるを得ず、この点も量刑上重視せざるを得ない。被告人に対しては、許される限り長期間刑

務所に収容することで内省を深めさせる必要があり、そうすることが、社会秩序の維持にも資

する。上記評議の結果をふまえると，本件においては検察官の科刑意見は軽きに失すると判

断することもやむを得ず、被告人に対しては殺人罪の有期懲役刑の上限で処すべきであると

の判断に至ったので、主文の通りの量定を行った。 

      平成 24年 7月 30日 大阪地検裁判所第２刑事部 裁判長裁判官○○ 

 

３．関係団体の反応と意見 

私（関水）も政策委員会作業小委員会に加わっている日本自閉症協会や日本発達障害者

ネットワーク、日本弁護士連合会などいくつかの団体がこの判決に対して、意見表明をしてい

ます。 

 ここでは、日本発達障害者ネットワーク（理事長市川宏伸先生）の意見書から、判決に対す

る批判点を示します。 

 

大阪地方裁判所において、アスペルガー症候群と精神鑑定された被告の殺人事件で、検察官

の求刑を超える懲役20年の判決が言い渡されました。この判決文を読むと、被告人は十分な反省

をしておらず、アスペルガー症候群に対応できる受け皿が何ら用意されておらず、その見込みもな

いという状況のもとでは再犯のおそれが強く心配されるので、許される限り長期間刑務所に収容す

ることで内省を深めさせる必要があり、そうすることが社会秩序の維持に資するとして、有期懲役

刑の上限である懲役20年に至ったとされています。この判決は、アスペルガー症候群をはじめとす

る発達障害者に対する差別及び、 刑罰という点で大きな問題を抱えており、到底許されるもので

はありません。当事者、家族、支援団体などからなる日本発達障害ネットワークは、この判決を見

過ごすことのできないものとして、下記の問題点を指摘します。行政にはより正しい発達障害の理

解の促進と対応を、司法には正しい理解に基づく適切な判断が行われることを求めます。 

 

１．障害を理由に罪を重くすることは差別ではないのか。 

以下の２，３の点を考慮せずに被告人がアスペルガー症候群であることを以って刑罰を重くして

いることは明らかに差別的判決です。 
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２．発達障害を正しく理解した上での判決となっているのか。 

犯行の動機の形成に関して、またその後の反省について、被告人にアスペルガー症候群が影

響していることが認められています。しかし、アスペルガー症候群への適切な対応や支援がなかっ

たこと、アスペルガー症候群のような発達障害者の特徴として、相手の感情や周囲の空気を読み

取るのが苦手で、自ら深く反省する気持ちがあってもそれを表現することがうまくできないことがあ

ること等の発達障害の障害特性に対する適切な検討がなされていません。これらの点が顧慮され

ていない判決には重大な問題があるものと考えます。 

 

３．受け皿が用意されていないこと、その見込みもないというのは本当か。 

アスペルガー症候群をはじめとする発達障害者に対しては、法務省矯正局所管の施設、矯正施

設退所者に対する“地域生活定着支援センター”等、年々専門的な対応が可能となってきています。

また発達障害者支援センターをはじめ福祉施設や地域の福祉サービス提供事業所の支援が受け

られるなど、決して十分とは言えませんが、罪を犯した障害者への支援は作られつつあり、その支

援に何らかの形でアクセスすることは可能であり、支援やサービスに対する認識不足があります。 

 

以上指摘したように、我々が知り得るアスペルガー症候群についての知識と比較しても、判決の

アスペルガー症候群の認識に重大な誤りがあると言わざるを得ません。 

そもそもこの被告は育ってくる過程で、アスペルガー症候群の存在が知られず、適切な支援が

得られぬままに、不登校、ひきこもりとなりました。社会から隔絶された中で犯行に及んだ上、有期

懲役刑の上限に処されることは二重に不幸だと考えます。アスペルガー症候群の存在が分からず、

支援が得られぬために、対応に苦労した家人も同様に不幸だと言わざるを得ません。 

行政に対しては、アスペルガー症候群を含む発達障害者当事者及び家族への早期支援の一段

の充実を求めるとともに、不幸にして犯行に及んだ者への、充実した受け皿の確立を求めます。 

司法に対しては、「刑事事件のプロ」の目から検討するのであれば、「アスペルガー症候群のプ

ロ」の視点での検討も必要なことを指摘します。また、このような判決が判例となって誤った判決が

生じないように、今後は配慮していただきたいと考えています。 

なお、この判決を報道した英文紙の報道に対して、英国、米国、豪州のこの分野の専門家は、こ

のような判決がでること、受け皿が存在しないことに驚きと悲しみのコメントを寄せていることを付

記します。                                         

以上 

 

４．本件と横浜やまびこの里の関わり 

「マンスリーやまた」がみなさまのお手元に届く頃には、この裁判について少なくともマスコミ

は大きく取り上げることはしていないと思います。被告は、一審を不服として、8月11日に大阪

高裁に控訴しました。今後は上級審で審議されていきます。 
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私は、この裁判の背景にいくつか気になる点があります。１つは、この裁判が裁判員裁判で

行われた点です。判決要旨の抜粋にも載せましたが、「家族が受け入れられない。」「人の持

つ当然の気持ちとして十分に理解することができる。」「最終的には自分の意志で本件犯行

に踏み切った。」など、自閉症・発達障害の人達に対応しているプロなら当然，括弧付きで理

解する部分をすべて一般常識的な見方で判断していることです。これは、発達障害に理解を

持たない一般市民が審判をしたら当然起こりえることです。発達障害への十分な理解をした

上での裁判員裁判でなければなりません。 

 

もっと言えば、今回が求刑以上の量刑を科した異例な判決だから、マスコミにも取り上げら

れていますが、診断を受けた人も、診断を受けていない潜在的な発達障害をもつ人達の犯

罪も、その障害の理解をされることなく、「反省がみられない。」「非情な行動を自分の意志で

行った」などの理由で、人道的に許されないとして、厳しい判決を受けている例があるとは考

えられないでしょうか。発達障害に対する社会的な理解が必要とされる所以です。 

 

もう１つは発達障害をもつ人の犯罪に対する懲役刑のもつ意味です。経験的に考えると、

彼等の障害特性は、懲役刑によって「改心」したり、「内省」したりするものではないと思います。

少年犯罪では既に発達障害の障害特性に配慮した治療的アプローチが試行されています。

成人期の人達に対しても単なる社会的隔離ではなく，障害特性に配慮した積極的な介入に

よる治療・教育・福祉的でかつ専門的なアプローチが必要とされています。横浜やまびこの里

が自閉症スペクトラムへのトータルな対応を謳う以上、障害を持つ人のみにその責を負わせ

ることはできません。この裁判を社会的支援システムの構築という視点から考えたとき、我々、

自閉症スペクトラムのプロ集団がその社会的理解の向上、専門性の蓄積と社会的発信などで

果たすべき役割と責務は大きいと考えます。 

東やまたレジデンス 関水 実 

 

 



 

１９８０年５月７日 第三種郵便物認可 ２０１２年９月１５日発行 ＫＡS１３７５号 

マンやま 

 16  

 

自閉症児の親も 

   一日にしてならず。 

                             ペンネームは                      
ｍｏｍｏｅ 

 

 

 

 

 

薬の助けも借りて・・・ の巻 

 

５月１３日 私が食器洗いをしていて次男のご飯茶わんを割ってしまう。次男に見せ

て、新しいのを買いに行こうね、というと、あ、そ、という感じで納得してくれる。

割れた茶碗を紙袋に入れ、さらにビニール袋に入れてマジックで｢われもの｣と書いて

台所のわきに置くと、次男がふっと来て、そのビニール袋を持ちぐるりと眺めてそっ

と置く。 

 

５月１４日 次男の主治医にハイテンションの経過を報告。４月の個人面談で作業所

でのハイテンションの波を職員が表にしてくれたものも持参してみてもらう。食欲は

いつも以上なのに睡眠が短いことと、常に動いていることから体重が４キロ落ちてい

ること、波が４・５回続いていておさまる兆しがない不安を話す。やはり、作業内容

を再考する必要があることを確認し、薬も使ってみることにする。前回（と言っても

高等部 3 年の春に）不安からくるゲラゲラ笑いを緩和する薬をもらって以来、服薬は

鼻炎にたいする抗アレルギーのジェネリック薬だけだったが、今回は新しい効き方を

するという向精神薬。前の薬のように睡眠導入の役割はしないので、これで寝ないよ

うならまた新たに睡眠導入の薬を足そうという説明を受ける。早速夕食後次男に飲ま

せてみる。・・・ソッコー寝る。 

 

５月１５日 作業所で昼食後机に突っ伏して 15 分くらいの「昼寝」をしたとのこと。

私と同じで、薬は割と強く効くようなので、1 日１錠はいらないな、頓服のような使

い方でいいかな、と思う。とりあえずこの日も服用しなくても寝たので、様子を見る

ことにする。 

 

 

★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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５月１６日 あるクイズ番組で「最近増えた病気」のなかに「自閉症」があったそう

で、抗議があったとの記事が載っている。「大阪維新の会」といい、まだまだまだまだ

啓発をする必要があるんだなあと・・・ふうぅ 

 

５月１７～２０日 ３日たって薬の効き目が切れたらしく、昼過ぎから動きが多くな

る。夜も寝付かず、翌朝も早くから起き出す。１８日ためしに「不安を緩やかにする

薬」を飲ませるとすぐ寝たが、１９日は朝から声が多く、動きが早い・・・ので、再

び新しい薬を使う。２０日は作業所でまた昼寝をしたとのこと。造形の｢訓練会｣中も

ごろごろし、夕食後も今にも寝そうになる。 

 

５月２４～２６日 定例の２泊３日の短期利用。薬はどちらも持たせなかったが寝た

ようだ。短期利用先の入所施設では今年度から、帰宅日の洗濯物はそのまま持ち帰る

（昨年度までは当日の朝脱いだパジャマまで洗濯、乾燥してもたせてくれていた）、報

告書は帰りに持たせてくれる（昨年度までは次の利用計画書や請求書とともに郵送さ

れてきた）、ということになっていた。最近は広告切りセットを持たせてもあまりやら

ず、職員の後ろをついて回って仕事を手伝って（？）いることが多いそうだが、今回

は洗濯をするパートさんについて手伝いをしていたそうだ。帰り際パートさんに「手

伝ってくれてありがとう、また来てね」と声をかけられた。 

ただ、帰ってからは手噛みが多く、強迫的に行動しているので夕食後薬を飲ませる。 

 

５月２７日 薬が効いてよく眠り、昼食後も眠そうにしている。 

 

５月２８日 機嫌が悪く、眉間にしわがより、人のやることにいちいちチェックを入

れるような行動が目につく。考えると薬の助けを借りて自分で押さえられないような

不眠や多動は抑えられるものの、次男が本来持っている「ほかの」生活しづらさはも

ちろん残っているし、多動がない分「目立って」しまうんだよなあ・・・まあ、とり

あえず、本人もつらそうな体重が落ちるほどの多動は治まってきたということで、こ

ちらがあまり気にしないようにする。 

夫が職場で昼食時に前歯の差し歯がとれたと言う。夫がわざと次男に見せながらブリ

ッジをはずしたり差し歯の抜けた口をあけてみせると次男はドン引きする。まったく

悪趣味な奴（怒） 
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５月３０日 理事の変更登記、財産変更登記を郵送する。今年度からいろんな変更点

があり理事長以外の理事の代表権喪失、総会議事録ではなく理事会の互選書などとい

う新たな書類が必要になった。ひねくり出した書類について後日法務局から電話があ

り、足りないところを指摘され、再度郵送する。きっといろんなところに同じような

説明をされるんだろうなあ、大変だなあ、と思う。 

 

６月１日 珍しく連絡帳と「ヘルパーと帰るときの一式」を家に忘れていき、作業所

でうろうろ探し回ったとのこと。気づいた私が届けに行くとぴゅーっと飛んできてさ

っと受け取り落ち着いて職員に渡している。 

 

６月１３日 所轄庁である県への事業報告などをネットで送る。私の所属するＮＰＯ

法人はやむを得ない理由で非営利活動でない分類にされてしまう事業をしているので

収支決算書も貸借対照表も財産目録も２種類ずつになるので、エクセルの下のタブに

「営利」「非営利」と書いて送ったのだが、後日担当者から電話があり、１種類しかな

いと指摘される。げげげ・・・と思いつつ２種類一緒のファイルでタブに明記したの

ですが、というと、「あ、ありました」と言われる。やれやれ。 

 

６月１５日 児童福祉法の改正に伴う市の児童施設条例改定についての会議があるの

で傍聴に行く。すると私がこの手の会議の委員として出るようになった時の障害福祉

課の方が２人いる。確か７～８年前に２人揃って財務のほうに異動になったのだが、

今年度また２人揃って保育園関係の課に移ったとのこと。２人ともちょっとスリムに

なった感じで、そろって「障害福祉に戻りたいです～」という。 
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『発達障害と向き合う』 

竹内 吉和 著  幻冬舎ルネッサンス新書 

 

 

 

仕事の帰り道、バスを待つかたわら何気

に手にした本。 

以前からタイトルを目にして気になってい

ましたが、読み始めたら一気に終えた。 

それもそのはずです。 

著者が、教師として・カウンセラーとして・

相談者として経験してきた３０年間の歳月の

なかで、さまざまな生徒たちやその保護者

と向き合い、本来の‘特別支援教育’の在り

方について徹底して追求し、実践を重ねて

きた内容を形にした本だからです。 

 

まず「発達障害を知る」＝（正しい科学的

認識を持つこと）に始まり、発達障害を見分

けるための手立てを紹介してくれます。 

 

最近、自閉症特有の『学習スタイル』とい

う言葉がＴＥＡＣＣＨでも使われますが、著者

も次の章で「発達障害と学ぶ力」について述

べています。 

 

認知能力、つまり「見る・聞く・話す・覚え

る・考える」といった知的機能に著しいアン

バランスさがあるのが発達障害であり、これ

が生まれつきであるがゆえに、学習面で困

難さが生じます。だから、学習にあたっては、

一人ひとりの認知の特徴をふまえ、その内

容や提示方法を分析してその子どもにあっ

た学習方法をとらなければいけない、と著

者は説きます。 

 

「子どもの発達障害と寄り添う」の章では、

年齢ごとの発達課題の話しに始まり、学習

者の特徴（認知処理能力）に合わせた具体

的な指導例・自信回復の大切さ・反社会性

の正体とは何か(？)・ほめ言葉とは方向性

を含んでいなければ意味がないというエピ

ソード・認知の凸凹のある人や発達障害の

ある子どもにやってはいけないこと・・・と続

きます。 

 

現在は‘特別支援教育士スーパーバイザ

ー’として働く著者も、ここ１０年間の最初は

年に数回、ここ４～５年は毎年１００回近くの

講演を依頼されるようになったそうです。 

著者にとっては、ある母親からの「子ども

を殺して自分も死のうと思いました」という一

言が脳裏を離れず、本来の母親の優しさを

取り戻すためにはどうしたらいいのか、その

為の第一歩が「発達障害に対する正しい科

学的認識をもつこと」であり、社会の発達障

害理解や取り組みが不十分であることを、

広く一般市民に語りかけたく今回の書籍出

版に至ったそうです。 

「知識のない愛は力にならない」という巻

末の言葉が重く響きます。 

 （西尾 紀子） 

本棚から 
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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～ 
8月の半ば、妻と二人で、塩原、日光方面にドライブ旅行をした。相変わらず、暑

い都会を抜け出して、少しは涼みたいと願い･･･。確かに横浜よりはいくらか涼しい。
トンボも結構飛んでいて、やっぱり秋は近づいているんだなぁ～と、視覚的には感
じつつも、皮膚感覚は全く秋を感じとれないでいる。そういえば、最近も、雷を伴
うゲリラ的な集中豪雨！やっぱり、地球はどこかおかしいかも･･･。（小林信篤） 

http://www.yamabikonosato.jp/

