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『地域で、会社で仕事をする 

～金坂商事との出会いから現在～』                     

ポルト能見台支援員 渡邉惟子・藤ノ木法子 

 

◆はじめに 

ポルト能見台は、金沢区能見台に２００４年４月に開所した生活介護事業所で、今

年で 10 年を迎えました。 

昨年、ある出会いをきっかけに、地域の会社で働く機会を得ました。今回は、その

ことについて報告したいと思います。 

 

◆「株式会社 金坂商事」との出会い 

２０１２年秋、長らく続けてきたメインの受注が急遽なくなり、ちょうど探してい

た矢先に金坂商事のお話をいただきました。やはり仕事があると利用者の意欲が違い

ます。しかも金坂商事は、ポルトから車で１５分ほどの所でしたので、またとない機

会だと思いました。 

 

◆会社訪問…リサーチへ 

まずは請負業務の内容を知るため、職員が会社を訪問し状況を確認しました。 

ここで、会社の紹介をします。 

金坂商事鳥浜物流センター（以下、金坂商事）は、金沢区鳥浜町の工場地帯の一画

にあり、近くにはベイサイドマリーナがあります。海から吹く風を感じられるところ

です。主に建築資材の加工・入出庫・保管・配送などを手がけているとのことでした。 

会社を訪問し、所長とポルトで受けられそうな請負業務の確認をしていく中で、会

社内で仕事をさせていただける話が浮上してきました！施設の外で利用者に仕事を提

供できる機会はなかなかありません！それも一般の会社内で社員に混ざって仕事がで

きるのは初めての経験です。利用者の持つ力を施設の外で生かし繋いでいきたい、そ

んな思いでこの機会を生かしていくことにしました。 

最初に職場環境を知る為に、職員が現場で実際に仕事を試しながら、社内の様子や

仕事内容を把握しました。仕事の内容は建築資材で使われる木材に、ハンマーでナッ

トを打ち込む『ナット打ち』でした。ナットは最後にプレスにかけるため、抜けない

程度に打ち込めば良いとのことでした。社員は慣れたもので１～２回ハンマーで叩き、

いとも簡単に打ち込みます。力の入れ方にコツがありそうでした。職員がどうやった

らできるか試行錯誤していると、社員が寄ってきてくれて、教えてくれることも度々

ありました。 
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職員は自身で試す中でいろいろな情報を見聞きしました。指を打ってしまわない

か･･･、中途半端な打ち込みをきっちり派の利用者が受け入れてくれるのか･･･、フォ

ークリフトが走る環境下で皆は安全に取り組めるだろうか…、そのようなことが頭を

よぎりました。 

 

◆いざ、会社へ 

評価を兼ね、数回訪問し、利用者と『ナット打ち』を試みました。初めての環境下

でどこまで皆ができるかと思っていたのですが、打ち込み加減も思っていた以上に要

求どおり行うことができました。初めての訪問時、利用者３名と行ったのですが、社

員も３名で待機してくださっていて、利用者にマンツーマンで教えてくれました。利

用者にとっては初めての場所で初めての仕事を、職員以外の人から教えてもらうとい

う貴重な体験となりました。その後も一つずつ手探りで課題をクリアしていきました。 

数回訪問の後、２～４名の利用者と会社にいくことが少しずつ形になってきました。

向かい合って仕事をするので、お互いがお互いを良く見ながら学んでいる様子が見え

てきました。コツは自分で獲得していくもののようで、初めは力だけで打ち込んでい

た利用者も、いつの間にか力をいれずに叩くようになっていました。また、その人の

ペースから割りだした目標値を目安に取り組むための作業表を作成しました。これで

自分が求められている量が分かり、ペースが実際に上がった利用者もいます。 

『ナット打ち』が無いときには、いろんな仕事に携わりました。仕事をするときに

壁を向いた方が集中できる人もいますが、向かいあいながら仕事をしているときもあ

ります。そのような中でカタログの封入をしていた一人の利用者が突然、「間違ってい

る！」と言いながら、目の前の人を指差していました。見てみるとその人は、カタロ

グを逆向きに入れていたのです。自分は完璧に封入をしながら目の前の人の間違いに

気づき、それを職員に教えてくれたのです。また、もう一人の利用者も、折り方の違

う人のものを瞬時に見分け、折り方の違うものは横に寄せていました。これは今まで

ポルトの作業場では見られなかったことでした。自分の仕事をしながらも、周囲の様

子を観察できる力と、視野の広さを改めて感じました。 

 

◆出会いから 2 年・・・現在 

現在は主に利用者 4 名、職員 2 名で週に 3 回、出向いています。会社からポルトの

作業場として提供された部屋で、９時３０分から15時10分まで作業を行ないます。 

◎主な作業内容◎ 

仕事は、ボルトに潤滑油であるシリコンをつけてゴムキャップにはめこむボルト加

工の仕事を主にしています。ボルトの長さは２～４０㎝まであり、段ボール箱に５０

本から多くて１０００本入っています。ゴムキャップは３種類あり、硬さ・形が異な

り、はめ込みやすさも違います。この作業は簡単なようです

が、ボルトの長さが短いほど、指先に力がいる仕事です。そ

れを１日に３０００～４０００本仕上げています。                
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 ◎自立的な作業をめざし…◎ 

ボルト加工を行なう上で、利用者が自立して動けるよう目安

になる日課を提示しています。また量で終わりを示す方が良い

人には、目標数を伝えています。暑い中でも利用者が負担無く

できるよう、１回の作業時間は４０分ほどにしています。 

数えジグは 50 本と 100 本の 2 種類があります。加工した

ボルトをジグに入れ、50 または 100 埋まったら完成品置き 

場に置いてもらいます。このジグを使うことで、始まりと終わ 

りはもちろん次に何を行なうのかがより明確になり、作業の自 

立に繋がっています。 

 

◎月一の外食でモチベーションアップ！◎ 

サラリーマンがお昼を外食するような感じで、月に１回ですが会社の近くのラーメ

ン屋でお昼を食べています。メニューの写真を眺めて月毎に違うメニューを選ぶ人、

毎回同じメニューを選ぶ人…。外食日の朝

や前日に何を食べるか自ら伝えてくる人

…そして、外食当日の午前中には作業ペー

スがとても速い人もいます。自分で好きな

ものを選んで食べる…月に１回ですが、皆、

楽しみにしているようです。 

  

◎仕事のしやすさ・・・◎ 

利用者が中心となって仕事ができるよう、職員は「会社との橋渡し役」を常に心が

けています。利用者がより作業しやすくするために、より力を発揮するためにはどん

な環境を設定して、どんな道具を使えばいいか、困っていることはないか、量産アッ

プのためにはどんな工夫が必要か、などを日々の様子から考えています。 

 

～利用者 A さんへのアプローチ～ 

① ボルト加工の際、ボルトは作業台の中央に利用者が段ボール箱から出します。A

さんの作業位置からボルトが出される場所は離れており、職員が中央からボルトを A

さん側にその都度流していました。A さんは手元にボルトがあれば作業しますが、な

くなると自ら作業はしませんでした。A さんが手を止めず自発的に作業するにはどう

すれば良いかを考え、A さん用のカゴを用意しました。A さんに自分で作業台にある

ボルトをカゴに入れるよう伝えたところ、自らボルトを補充しにいくようになり、作

業の手が止まることが少なくなりま

した。 

 

 

日課 

ジグの写真 

作業場面 
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② A さんには当初、作業表を用いて目標数を提示していました。（例：135 本の場

合⇒１つできたらマスに○をつけていき 135 までつける。136 以降のマスには斜線

を引く）。A さんは職員が斜線を引き終えるまで作業の手を止めて作業表をじっと見て

いました。また、きっちり派のＡさんは 1 マスに約 5 秒かけて丁寧な

○印を付けていました。A さんの作業ペースを上げることは可能か、他

により良い提示方法はないだろうか考え、カウンターの使用を試みまし

た。（1 本加工してワンプッシュ！）その結果、作業のペースも上がり、

加工するボルトの量も多くなりました。 

 

◆事業所「はばたき」との出会い・交流 

隣の作業場には、「社会福祉法人こうよう会 就労継続支援 B 型事業所はばたき」（以

下、はばたき）という事業所が、同じボルト加工の仕事を行なっています。「はばたき」

の職員の中にジグの名人がいて、ポルトもそのジグを（柄を曲げたスプーンなど）参

考にさせて頂きました。その柄を曲げたスプーンを使うと、ボルトをキャップにはめ

込むのがとても楽で、指にかかる負担も減り、ポルトの利用者のペースも上がりまし

た！今でも、何かあれば力になってくださる心強い存在です。 

 

  
 

 

◆地域で仕事をするということ～支援者として携わって 

人は何のために働くのか、そこには十人十色の理由、考え、価値観があります。そ

れは障害の有無に関わらず社会に生きる全ての人にあると思います。 

利用者と会社に出向いて仕事をするということに支援者として携わり、仕事をしに

外に出るということ自体が、利用者にとってモチベーションになっているということ

を感じました。ある利用者 B さんは会社に着いて「おはようございます！」「よろしく

お願いします！」と社員に言います。C さんは週末に「来週、かねさかさん」「○月、

かねさかさん」と金坂商事で仕事をする日を自ら職員に確認をしてきます。D さんも

「明日も金坂商事で仕事頑張ります！」と職員に言って自宅へ帰っていきます。利用

者皆さんが思う仕事の価値観を正確に読み取ることはできませんが、皆さん一人一人

違った形の「仕事に対する意気込み」を持っているのだと感じることができました。 

また作業を繰り返す中で、今まで仕上げることが難しかった長さのボルト加工ができ

るようになり、またペースが上がり 1 日で仕上げられる総量も増えました。利用者が

持っている力・可能性は支援者が勝手に判断するものではないということを実感しま

した。「できない」ではなく「できるようにするにはどんな方法があるか」「何が足り

柄を曲げたスプーン 
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ないのか」という視点をもつことが、利用者の可能性を広げることに繋がるというこ

とを改めて感じました。何よりも利用者が持っている力を信じることだと思いました。 

金坂商事の所長はじめ社員の方々と出会い 2 年。今ではポルトの利用者を気にかけ

信頼して下さり、時にはもっと作業をお願いしたいと言って下さいます。またボルト

加工以外の作業依頼も増えてきました。 

会社からの期待に応えると同時に、「仕事がある！できる！」という利用者の期待に

応えるために職員は「橋渡し役」を担っていき、今後もお互いにとって有益となるよ

うな関係性を築いていけるよう日々努めていきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～コラム～ 

はじめまして。今年度からワークアシストに勤務している飯塚菜緒です。

よろしくお願いします。 

わたしの自宅は横浜から少し離れているので、毎日の通勤は遠くて大変だ

ろうと心配していただくことも多いのですが、実は学生時代も、自宅から

２時間ほどかけて大学まで通学していました。そのため、当時から「車中

の時間の過ごし方」は重大なテーマとなっています。 

学生時代は、趣味の読書やテスト勉強、時には睡眠時間に充てていること

の多かった車中の時間ですが、最近はのんびりと車窓を眺めることも多く

なってきました。改めて窓の外に目をやると、いつも新たな発見がありま

す。見慣れない風景や聞き慣れない地名に触れ、「余裕が出てきたら、い

つかこの駅で降りてみよう」と思ったりしています。そのいつか、はまだ

訪れていないのですが……。そういえば大学は山の麓にあったので、入学

当初、徐々に濃くなっていく緑を新鮮な気持ちで見ていたことを思い出し

ました。 

1 年目のわたしにとって、日々の仕事は驚くことやわからないことの連続

です。頭と心をリフレッシュさせるために、ぼーっと車窓を眺めるのも、

ひとつの有意義な過ごし方かもしれないな、と思っています。 

ワークアシスト 飯塚菜緒 
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「法人の枠を越えて･･･ 

  野百合園とやまびこの里の研修」 

         社会福祉法人 横浜やまびこの里 木村重之 

 

厚木市にある入所施設「野百合園」の支援課長より職員研修の依頼

があり、初めての訪問から今年で 3年目を迎えました。 

 

3 年前、「自閉症の支援を専門にしている 横浜やまびこの里 での支

援のアイデアや自閉症の障害特性の理解について、また職員間での支

援の方向性の統一などを参考にしたい」というオーダーがあり、一回

きりの研修会ではなく継続して行っていける内容にしたいと「野百合

園」の支援課長と私とで何度か話し合い年間の研修計画をたてました。 

 

2012年 3月、施設見学と講義のため「野百合園」を訪問し年間の研

修がスタートしました。続いて 5 月には「野百合園」から 5 名ほどの

グループが 4 回に分けて「東やまたレジデンス(以下レジデンス)」へ

施設見学に来られました。施設内をじっくりと見学した後で、ディス

カッションを行ったのですが、いつの間にか利用者支援会議のようになって毎回時間

を忘れておおいに盛り上がったことが印象に残っています。この４回の見学のおかげ

で「野百合園」支援職員のほぼ全員の顔を覚えることができ、お互いがとても近く感

じられるようになりました。 

そして、6月には「野百合園」から 2名の職員が「レジデンス」で、それぞれ 5日間

の現場実習を行いました。できるだけ多くのことを見てもらいたくて、作業場面・生

活（ナイト）場面・休日活動・支援会議・夕方の反省会などのプログラムを 5 日間に

詰め込んでのハードな実習だったと思います。また、実習時間が終わってからも利用

者支援の話で時間を忘れて熱く語り合い、「レジデンス」から厚木に帰宅するのが夜中

近くになることもしばしばありました。 

その後 7 月、8 月と今度はこちらが「野百合園」に訪問し、「レジデンス」の事例を

発表したり、新しい作業棟の見学や「野百合園」の事例検討会に参加しました。「レジ

デンス」の事例発表には多忙な勤務のなか多くの職員が参加し、「野百合園」の事例検

討会では夕方の余暇時間の個別支援について「レジデンス」で現場実習を行った職員 2

名を中心に担当の枠をこえて多くの意見が出ました。 

 

新しい作業棟ではいくつかアドバイスをした事がすでに実践されていました。構造

化された環境のなか受注作業や工夫された自立課題が用意されており、作業に集中し

ている利用者が多く見られ、とても嬉しく思いました。 

このようにして 1年目の「野百合園・やまびこの里研修」は、見学から始まり実習、
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お互いの事例検討会へと続き、「野百合園」においての個別化した支援へとつながって

いきました。さらに 2 年目・3 年目も同様に研修を重ね、「レジデンス」で実習を行っ

た職員も年々増えてきました。 

ではここで、「レジデンス」で 5日間の実習を行った「野百合園」職員からのメッセ

ージを紹介します。 

 

横浜やまびこの里「東やまたレジデンス」施設長の関水様を始め、職員の皆様には３年前よ

り大変お世話になっています。自閉症支援を学ぶため、「東やまたレジデンス」に見学をさせ

ていただき、毎年数名、現場研修を受け入れていただいています。また、「ポルト能見台」施

設長の木村様には、年間を通して園内研修や事例検討会等の講師を担っていただいています。 

私も昨年、「東やまたレジデンス」で５日間、自閉症療育の研修を受けさせていただきました。

その研修の経験を活かし、昨年末より 1人の男性利用者に夕方の余暇時間を充実して過ごして

いただくための個別支援に取り組んでいます。 

支援を始めた当初は、提示カードなどを使用した視覚的な支援の機会があまりなく、ご本人

に馴染みのない支援方法に少々不安がありました。しかし、研修時に学んだ自閉症の障害特性

をもとに、自閉症療育の担当者数名でこの支援の土台作りを進めていくこととなりました。 

まず、全ての支援員にご本人の状況を確認、協力を仰ぎご本人の一番不安定になってしまう

時間や状況を時系列で記録してもらい統計を出しました。結果、支援員が配置されていない少

しの時間に不安定になる事が分かりました。そこで午後の日中活動終了後に焦点を当て、日中

活動終了後に居室へ行き、活動を行う事で充実した余暇時間の提供に繋げようと考えました。

事前に日中活動班ではカード提示を用いた視覚的支援を行ってもらい、慣れてきた頃、余暇時

間でもカードやシステムを用いての支援を開始しました。最初は「レジデンス」で実習した職

員たちが支援の導入を行い、課題の量と所要時間やご本人の様子を共通のノートに記録し情報

の共有を行いました。時々不安定になる事もありましたが、徐々に“余暇時間に行う事”が分

かり始めると不安定になる回数が減り、居室で過ごせる時間が増えました。 

現在、全支援員に支援の目的と方法を説明し、ご本人にとって余暇時間に居室で活動を行な

う事がご本人の日課の一部になるまでに定着しました。しかしまだ、支援員がご本人の見える

所にいない時に不安定になってしまう事があります。今後は支援員を気にせず過ごせるような、

魅力的な活動を提供する事でご本人の充実した余暇活動のきっかけになればと思います。 

社会福祉法人 野百合会 野百合園 生活支援員 板谷 歩  

 

このように法人の枠を越えて、共に自閉症支援について考えることはお互いにとっ

て良い経験になっていると思います。 
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振り返る道向かう道⑪ 1３年の歳月が過ぎて                                

  小林 邦子 

 

最重度の自閉症である息子、俊文は 48 歳。世間の理解は得られなかった幼児期、少年期。東やま

たレジデンス入所という大きな幸運をいただいて 17 年。ようやく適切な支援指導をいただくようになり、

現在は穏やかな日々を過ごしている。母親の私は高齢者の域に入り改めて振り返る過ぎゆきである。 

 

俊文の帰宅をやめて 10 年余の歳月が流れた。帰宅ができなくなった当初は、どん

な思いで母の迎えを待っているか頭より離れることがなかった。俊文は父親の死を間

近に見ている。母も怪我によって死んだと思ってあきらめてほしいと願った。俊文の

夢を頻繁に見て、俊文も同時におなじ夢を見ているような気がして切なかったが、そ

の都度思い直すことは、やまびこの里でお世話になっているという安心感である。職

員の方々の研究熱心、利用者に向かう心、愛情には頭が下がり、この有り難さは言葉

には尽くせない。 

 

初めのうちは、俊文が工房に行っている間に居室の掃除をさせていただき、保護者

会の役を努めて受けるようにしていた。母はもう死んだと思ってほしい。そんな願い

があり、俊文に見つからないように深く帽子を被り、大きなマスクを欠かせず、工房

の窓から見られていないか、ばったり出会うことがあるかなどと、常にびくびくしな

がらの年数が過ぎていった。里では一泊旅行などがあると、俊文を撮影したビデオや

CD をくださった。やまびこの里への入所希望待機者は大勢と聞く度に、自分ばかり

救われて、楽をしているような自責の念にかられた。 

 

俊文に会わないまま、母としての生涯がおわるのだろう、それが平穏なのだと考え

るほかはないと自分に言い聞かせてきた。しかし 10 年も経つと里では、面会を支援

するという計画が始まり、指導担当の方からレジデンス内で面会をすることを勧めら

れた。俊文に会えばドライブをせがみ、帰宅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。それは母にも俊文にもつらく耐えられないことであるから免じて

くださいとお願いした。 

 

 職員の方々が策を練ってくださった。まず、発達クリニックに行った帰りは、俊文

の作業している姿を物かげから見てゆくように言われ、その初めとして、利用者が帰

ったあとの作業室を見せていただいた。工房の二階の広い作業室は一人ずつの作業の

コーナーが仕切られていて、それぞれ机といすがおかれている。横向きに坐るので指
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導の目が行き届くようになっている。俊文のコーナーには、お小遣いで揃えていただ

いた赤い小さな絨毯が敷かれ、飾り物も下がっていて、一日を過ごすのに楽しい雰囲

気があり、職員の方々の温かい心を感じた。俊文は飽きるとコーナーから出て、床に

寝そべってしまうこともあるそうだが、自由もある配慮に気持ちが安らいだ。 

 

 軽度といわれる利用者は、作業を一つ達成するごとに、表にシールを貼ってもらい、

それが目標まで達するとレストランで食事などの楽しみがあるという。俊文にはその

理解はできないので、ひとつ作業を終わると合図のボタンを押すことを教えられ、そ

れによっておやつをいただけるという。それを理解させるまで、試行錯誤があっただ

ろう。生涯を精神病院の檻の中だろうと言われた俊文が、人間らしい日々をおくって

いることは、ありがたいの一語につきた。 

 

 次は俊文が作業している姿と居室で過ごす場面を、気づかれないよう見るという課

題であった。帽子を深くかぶり大きなマスクをして、そっとのぞいたが、俊文が落ち

着いて机に向かい、居室ではチップをザラザラと音をたてて遊んでいる姿を見た。そ

の姿は私の知らない穏やかさである。次の課題は俊文に会うということ。暴力はまっ

たく消えていないらしいが、せっかく穏やかに過ごす俊文を混乱させないだろうか。

その日をおそろしいように感じていた。 

 

そんな時、思いもかけないことが持ち上がった。市の健康診断で私に肺がんが発見

されたのである。俊文をおいては死ねないという不安と共に、これで俊文に会わない

で済むかもしれないという不埒な思いも湧いた。がんセンターで手術を受けたが経過

は良く術後 8 日で退院できた。私の肺がん手術という経緯があり、当初の計画より 1

年余り遅れて 2012 年 4 月に遂に面会という日がやってきた。 

 

俊文はパニックを起こすだろうと、私が不安ばかり述べるので作業室では職員の

方々が集まり、俊文がパニックをおこしたら留めるという体制をとってくださった。 

俊文は作業の机に向かっていたが、声をかけると顔をあげ、驚いたように私をじっ

と見つめた。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

んでいた。そして私をふたたび見つめてにっこり笑ったのである。案じたパニックは

起こらず、すぐにバイバイの手を振ったのは驚きだった。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が、13 年振りの再開はあっけなくて涙も出なかった。

作業室を出る時に振り返ると、俊文は立ち上がってこちらを見ていて、何事もなかっ

たように又バイバイの手を振った。週末の母の迎えをあきらめるまで、長い年月をど

んなことを考えていたのだろうか。表情は明るく、しっかりとした印象が嬉しかった。 

この一ヶ月後、昼食を持参して母親と一緒に食べるという日がやってきた。担当の

方が付いてくださるとはいえ、パニックは起きないかという不安がまだ残る。デパー

トの地下で、俊文が喜びそうな栗御飯弁当などを選んだ。俊文の野菜嫌いが頭から離
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れず野菜は少なくした。控え室の机にお弁当を置いて待っていると、不安そうにやっ

てきた俊文は、ガラス越しに私を見て嬉しそうに笑った。椅子に座るまで嬉しそうな

表情を見せ、食べはじめると、お弁当に集中した。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

べたのに驚いた。野菜嫌いで、野菜を一切口にしなかった俊文のために、いろいろ工

夫してくださったことを、以前の担当の方々より伺っていたが、実際目にするまで信

じられなかった。 

 

食べ終わると、もう母には目もくれず部屋を出ようとした。食べ残すことばかり気

にしていたが、足りなかったようで、食堂に行こうとした。自分は老いたので老人食

の尺度でしか考えていなかったことを後悔した。作業室に戻ってゆく俊文に「元気に

ね」と言って背中をさすってやったが、何の反応もなしに見向きもせず、自分のコー

ナーに行った。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

う全くこちらを向かなかった。自分のコーナーに安心感を持っているのだと、ようや

く俊文を案じる心の重りが取れたような感動が湧いた。 

 

俊文には重度の自閉症という症名があるが、母親の私にも付きまとう「人より一風

変わったタイプ」を持つことをずっと気にしてきた。会報「横浜やまびこ」に関水施

設長の「成人期の発達障害を持つ支援について考える」という議題で、「カナータイプ

とアスペルガータイプ」についての講義録が記載されている。これは俊文ではなく、

私について関心の湧くテーマであった。 

 

私は子供の頃より知能テストを受けると、千人だか１万人だかに 1 人ほどの知能の

高さを言われていた。確かに数学などは得意だったが、どう考えてもじぶんが利口な

人間とは思えなかった。級友たちの会話を聞いていると、誰もがゆたかな発想で語っ

ているが、自分には思いもつかないことばかりである。知能指数が高いからには利口

なはずなだがと、小学生の頃よりこの疑問を抱きつづけてきていた。 

 

記憶の良さは人並み以上で２歳のころからの記憶が断片的にあって、しばしば母を

驚かせた。二学年上の姉は、私とはまったく違って、バランスのとれた優等生で努力

家であった。姉には「風邪を引くから早く寝なさい」と言って母が心配していたが、

私には「少しは勉強しなさい」と常に小言が飛んでいた。私は学校図書室の本を借り

てきては読み、日本文学や歴史の本を読み尽くすほど読書に夢中であった。 
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 就職した勤務先では、微量無機物の分析助手という仕事だった。天職を得たような

面白さ楽しさで、実験を任されることも多かった。しかし上司は「にんげん利口とい

うのと頭が良いというのは違うなあ」と何度もつぶやいていた。東大出身、博士号を

持つ上司にとって、私の欠落した愚かな性格が気になっているのだと察しがついた。

知能が高いのに利口ではない。このギャップが自分を正体不明な人間として何十年も

これにこだわってきたのである。 

 

このようなアンバランスなタイプもあることを知ったのは、発達クリニックの書棚

にある『アスペルガーの偉人達』という本からで、目からうろこが落ちた思いであっ

た。アインシュタインやミケランジェロの頭脳には比べるべくもないが、自分のタイ

プを見つけたという納得のいった 1 冊であった。 

 

 「横浜やまびこ」に載る関水施設長の講義録に、変わり者といわれる人は、自閉症

スペクトラムではあるが障害ではなく、研究者や弁護士など司法関係者などには山ほ

どいると説いておられる。自分はそこの部類であるかは分からないが、講義のなかに

「発達障害の人でも、30 過ぎくらいになって人生経験を踏んでくると、こなれてくる

わけです」とある。これは私の実感にぴったりとあてはまる。俊文の存在は、近隣の

人々にお詫びやお礼を繰り返していて惨めな思いもあったが、これが人間的な「成長」

と思ってきた。しかし「こなれる」の語には心よりの納得であった。 

 

俊文の存在は、私をこなれた人間にしてくれたのだが、母親が欠落人間でなければ、

もう少し成長が叶ったろう。悔いは悔いとして現在の支援にひたすら感謝している。 
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ノートンの 《映画、大好き！》 

「猿の惑星：創世記(ジェネシス)」（2011年）  

このところ朝早くから蝉が鳴いています。蝉

の元気過ぎる声を聞きながら、またその元気さ

に少し恨めしさを抱きながら、毎朝重たい体に

鞭を打ってゴソゴソと起き出します。さぁ出勤し

ようと外に出ると、蝉のうるささに加えてなんと

この夏の暑いことか！車に乗るとハンドルも熱

い。車内のエアコンからは熱風が出てくる。め

げそうになりながらも車を走らせて出勤する毎

日が続いています。エアコンで少し涼しくなった

職場の事務室に入るとホッと一息。なんとか仕

事をやり終えて、自宅に帰ってからの 1 杯のビ

ール！今日 1日のご褒美を飲み干して、明日も

がんばろうと少し前向きになるノートンです。 

映画の話ですね。映画館ではこの夏の目玉

作品がロードショーされています。日本人なら

ばなんといっても「ゴジラ」でしょうね。英語では

「GODZILLA」。なんだか強そうに感じます。ハリ

ウッドからの逆輸入ゴジラは 2 作目にあたる訳

ですが、前作のゴジラは恐竜のようなキャラクタ

ーになっていました。今回はオリジナルのゴジ

ラに近いキャラクターになっています。私も観て

きましたけど、やっぱりメッセージ性の強かった

日本版ゴジラの第 1 作に比べると・・・。ただ迫

力はありました。CG の技術の凄さも感じられる

作品でしたね。ゴジラは日本発ですが、アメリカ

発のモンスター映画も沢山あります。有名な作

品では「キングコング」「エイリアン」「ジェラシッ

クパーク」「猿の惑星」などでしょうか。その中で

最も作品が多いのが「猿の惑星」ですね。9 月

には「猿の惑星：新世紀(ライジング)」が公開さ

れます。この作品は 2011年に公開された「猿の

惑星：創世記(ジェネシス)」の続編です。そこで

今回は「猿の惑星：創世記(ジェネシス)」を紹介

します。この作品を観て、9月に公開される続編

を観ると楽しめると思いますよ。 

それでは簡単にストーリーを・・・ 

サンフランシスコの製薬会社に勤めるウィル

(ジェームズ・フランコ)は、アルツハイマー病の

新薬を開発していた。その新薬を投与していた

一匹のメスのチンパンジーに驚くべき知能の向

上がみられる。しかし成果を発表する際に突如

暴れ出し、チンパンジーは射殺されてしまう。た

だ、そのチンパンジーは妊娠しており、その子

どもを助けることはできた。ウィルは生まれたば

かりのチンパンジーをシーザーと名付けて育て

ることになった。それから 3年後、シーザーは類

いまれな知性を発揮し始める。新薬が脳を活性

化させる効果を確信したウィルは、その薬をア

ルツハイマー病の父・チャールズに投与した。

結果、チャールズの病状は劇的に改善。ただそ

の効果がずっと続くことはなく、チャールズの病

状はまた悪化していく。そんな中、シーザーは

近隣の住民とのトラブルから霊長類保護施設

に入れられてしまった。その施設で虐待を受け

たシーザーは次第に人間に対する不信感を強

めていき、人間からの独立をかけて立ち上がっ

た。そして・・・。人間には優れた知性があります。

その知性をフル回転してどんどん世の中は便

利になり、昔は夢物語だったようなことが実現さ

れてきました。反面、その過程では様々なもの

が犠牲にされてきました。動物たちもその 1 つ

です。猿が知性を持ったら、そんな人間に対し

てどう感じるのでしょうか。きっとこの映画のよう

な展開になっていくのでしょうね。よくできた SF

作品です。続編が今から楽しみです。ぜひ、前

作をチェックしてみて下さい。 
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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 

 

 

 

 

 

ケアホーム（当時）入居！その後 ＰＡＲＴ２ の巻 

 

１２月１１日 障害者週間キャンペーンの一こまとして行われた地域啓発講演会「発

達障害の子とハッピーに暮らすヒント」（講師：堀内祐子さん）を聞く。会場は満席、

知った顔（家族・支援者・行政職員）もいたが、初めて見る若い家族が断然多い。講

師の４人のお子さんそれぞれの「一人として同じではない発達障害」への支援の発想

の転換がすばらしい！（の、が多くてすみません）特に言葉と行動で強く表すお子さ

んへの支援を中心にお話しされたが、「えっそんなこと（些細な変化）でそんなこと（結

構な破壊行動）まで？！」というエピソード、その原因を探って回避する段取り、聞

いていてさすが！すばらしい！と感嘆することしきり。例によって、「自分でも試行錯

誤してがっちり振り回されている」私たちは共感できる「あるある」話に講師と一緒

に笑ったり泣いたり。初心者母（父の姿も多く、うらやましい）はあんぐり、支援者

は眉間に深いしわ。初心者たちの感想は「どうしてそんなこと（発想の転換からの支

援）ができるのか、私にもできるのか、家族の協力が得られるのか」、支援者の感想は、

「どこから情報を得たのか」。 

 

１２月１２日 スタッフ会議のため通所施設が１３：３０で終了、ケアホームの職員

が来るまでの間、徒歩２０分の私の実家に次男を連れてご機嫌伺い。おこたにあたっ

て私たちがしゃべっているといつの間にか次男が寝ている。通所先でもケアホームで

もメンバーひとりひとりの行動をチェックしているので、とてもとても疲れている。 

 

１２月１８・１９日 通所先の職員、ケアホームの職員と話す日が連続である。相変

わらずどちらでもメンバーチェックが頻繁。どうも次男はストレスが高まってくると

「アレルギー症状：鼻炎・咳ぜんそく」がでる。２・３日鼻をぐずぐず言わせている

のでケアホームに夕食後の服薬を依頼。季節の変わり目のストレス、メンバーの行動

★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）、某病院機構事務方勤務の長男と暮らしています。生活介護

事業所（通所：ベーカリー）利用・24 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)の次男は昨年10月から

ケアホーム（当時）（週末帰宅）で暮らしています。 
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が把握しきれていないストレス、把握できていないから次男にとっての環境整備が不

完全状態というストレス・・・ 

 

１２月２３日 自宅近くにある戦後から児童・高齢者・障害者への支援をしている施

設の母体である教会のクリスマス会に招待されたので次男と参加。教会の方の「来し

方」のお話をきき、また参加者みんなで何曲か歌をうたう。例によってプログラムの

終了したところを消してみせて「構造化」？そしてなにより、終了後の立食ランチを

楽しみに座っていられる。私と次男のことを知っている人が何人か話しかけてくれた

り、隅に座っていた次男に食事を持ってきてくれたりした。帰り道も特に「おれは我

慢したんだあああ」という表しがないので、１時間程度なら、無理なく参加できてい

るかな、と思う。（終了後の食べること、というご褒美は必要だとしても…） 

 

１月１７日 前の日ケアホームでずっと持っていた「ハンディー型スケジュール」を

ハサミで切ったとのこと。そして、夕食をだらだらと食べ、お風呂に２時間入り、朝

もいつまでも寝ていた、と迎えに行ったら報告を受ける。家では寒い時期のお風呂は

長いし、土曜の朝はいつまでも寝ていた。３か月たち、「はいはいケアホームの流れは

わかりました、ということで、僕の過ごしたいようにやらせていただきます」という

宣言か。 

 

１月１９日 家族で上野、浅草にでかける。まず上野から浅草寺まで歩いて参拝、そ

して仲見世のお菓子などを食べ歩き（と言ってもお店が指定したところで）し、上野

に戻って昼食、それから動物園を見て帰る。久しぶりの４人そろっての外出、次男は

私と夫を行ったり来たりしてそれぞれと腕を組みながら、それなりに楽しんでいたと

思う。久しぶりに２万歩以上歩いて、私はすっきりした。 

 

１月２０日 大きなスーパーで買い物をしていたら次男の中学特別支援級時代の一学

年下の方がヘルパーさんと歩いている。そのＴさんが私に気付いたのか手を振ったの

で、私も「こんにちは」と言いながら手を振り返す。すると、ヘルパーが「何やって

んの！」とＴさんをとがめる。ヘルパーが私に「すいません」というので、「うちの次

男と同じクラスだったんです、知り合いなんです」という。Ｔさんは目があった人に

はみんなに手を振るのか、そのことで何かトラブルになったことがあるのか、ずいぶ

んな対応だなあ、と思う。ヘルパーも「素敵な人には手を振るんですよ～」とか言っ

てくれると、知的障害や自閉症のある人を「知らないから怖い、近寄りたくない」と

いう人が少しでも減るんじゃないかな～と思うのだが。 
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１月２６日 ＮＨＫ総合で「神戸の公営住宅にケアホームを作ろうと思ったら周辺住

民に反対された、それを行政職員が説明して今では交流が生まれている」、というのを

ニュースのなかで放送していた。差別解消法にかかわる話題でよかった。でもたまた

まつけたら放送してたので、録画しそびれた。 

 

２月６日 社福審。２７年度からの第４期市障害者福祉計画策定について。今までは

障害者福祉計画等検討部会は障害者福祉専門分科会員以外の市民公募を募っていたが、

ここに市民公募がいるので新たに募集しないとのこと。今までは学齢期の会員を委員

として入れてきたのだが、残念。 

 

２月１８日 市内の当事者・支援者・家族の会が所属する団体３つが集まる団体の主

催する学習会に野沢様（ハ～ト）をおよびする。みなさんご存知の千葉のＳの事件か

ら日があまりたっておらず前日も県庁で話し合いをして終電で帰宅されたとのことで

予定時刻３分前においでになり、連絡係の私はもう生きた心地がしなかった（笑）の

だが、始まるともうぐいぐい引き込まれる。午前中は家族向け、夕方は支援者向けに

お話しして頂くという１日拘束してしまったのだが、同じ内容をそれぞれ向けにアレ

ンジしてくださり、両方聞いた私はまた「一生ついてく～～～～」度が増した。パワ

ーポイントの最後に「日本にはこれだけの支援ができている人がいる」のなかに中山

清司さまも出てきて、おおおお、と心の中で叫ぶ。 
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本棚から 

 

 梟の城 司馬遼太郎著 新潮文庫 

          植物図鑑 有川浩著 幻冬舎文庫 

―梟の城 司馬遼太郎著― 

精密かつ仮面のような心とひとつまみの

深く豊かな心を併せ持った一人の忍者“葛籠

重蔵”の人物像を描く『梟の城』。 

「伊賀の者いちにんも生かすな」という織

田信長の命により一族を惨殺された彼は、憎

しみと悲しみに涙を流す。戦乱の世の汚れと

忍者社会のあまりの冷淡さから目を背けて

いた彼に、本能を呼び覚ます仕事のイメージ

が膨らんでいく…。 

この話は、己を縛りまた時に解放する男女

の姿を描いたものです。 

この小説には二人のくノ一が登場します。

彼女たちの生き方の中に、女性が強くなると

こうなるという最終形を見たような気がし

ました。 

恋人を慕い続ける愛らしいくノ一『木さ

る』。忍者としての顔はあまりにも荒削りで

あどけない。どうしても女性としての顔がそ

の隙間から溢れ出てきてしまいます。彼女は、

これで本当に忍者が務まるのかと思わされ

てしまうほどの“フツウの女の子くノ一”で

す。しかし、生来の真っ直ぐさを武器にして

恋人を愛し抜きます。その真っ直ぐさの中に

彼女の強さを感じました。 

一方、女性忍者としての職業意識と成熟し

た女性の心を持つ『小萩』は、すべての登場

人物が矛盾を抱いているこの物語の中で、最

も大きな矛盾を抱えた存在です。彼女は、女

性としての生き方と仕事が突き詰めればこ

うして大きく矛盾していくものなのではな

いかと考えさせられる人と言えそうです。 

そんな対照的な二人の女性の生き方とい

う視点から見ても楽しめる一冊です。 

私は数年前に一度、伊賀を訪れてみました。

四方を山で囲まれたこの土地は、“忍者の里”

と呼ばれるに相応しい自然と調和した独特

の空間でした。 

一人のお婆さんが夕日に照らされ、畑を耕

している。その何気ない景色の一コマがとて

も趣ある 1 枚の絵として頭から離れません。

伊賀に住む 1人 1人の洗練された日常がこの

ような空気を作り出すのでしょうか？ 

現代から離れて、日本の歴史の陰の世界観

に溺れてみたい方、是非読んでみてください。 

 

―植物図鑑 有川浩著― 

タイトルだけ見ると図鑑!?と思うでしょ

うが、中身は恋愛小説です。偶然出会った植

物好きの男の子と、社会人の女の子。二人が

一緒に暮らし、暇さえあれば仲良く近所を散

歩し、道端に生えている草花を愛でたり…野

草を摘んで料理を作ったり…そんな何気な

い毎日をとても幸せに感じられる、そんな物

語です。私はこの本を読んで野草にとても興

味がわき、本物の“植物図鑑”を買ってしま

いました。小説と図鑑 2冊を持って、お散歩

に出かけてみてはいかがでしょうか?  

（石川いづみ）
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   ～その 57～  ノーマライゼーションの思想 

 

明治時代、我が国の近代精神医学の基礎を作った一人に、精神科医の呉秀三がいます。彼は、

欧米への留学のあと、日本の座敷牢を調査した『精神病者私宅監置ノ実況及ビ其統計的観察』

（1918年）の中で、「わが国十何万の精神病者はこの病を受けたるの不幸のほかに、この国に

生まれたるの不幸を重ぬるものというべし」という有名な言葉を残しています。当時の日本社

会では、それが当たり前だったのです。 

 ギャラファー著『ナチスドイツと障害者「安楽死」計画』（現代書館）を読むと、優生思想

の下、ナチスでは、ユダヤ人とともに障害者も大量に強制収容所に送られ殺戮されました。「ノ

ーマライゼーションの父」と呼ばれるデンマークのバンク・ミケルセンは、1940 年代、ナチ

スへのレジスタンス運動の後、社会省で知的障害者施設を担当します。彼は、当時のデンマー

クの福祉施設がナチスの収容所のようなものであると喝破し、ノーマライゼーション実現のた

めの取り組みを開始しました。このような歴史的経過を見ると、ノーマライゼーションはアン

チ優生思想だと言えます。 

優生思想には 2つの側面があります。1つは、理想の＜健常者＞を設定し、それが優秀だと

いう捉え方です。そこから、障害のある人たちも＜健常者＞に近づけよう（近づけなければな

らない）とする志向が生まれます。字が書けない子に字を書けるように何回も何十年も！なぞ

り書きの練習をさせる先生（学校）がいますが、そこには字を書けることが絶対的に良いとい

う思想が隠れているのです。もう 1つの側面は、障害があってどうしてもそれができないなら、

それは劣った存在で、社会から排除しても仕方がないという考えに至ります。ナチス収容所は

その帰結であり、障害者の収容施設の出自もそこにあります。 

理想の＜健常者＞がいて、一般人がいて、劣った人がいて・・・こうして社会に生きる人た

ちを序列化し、選別し排除するのが優生思想の行き着く先です。それは結局、誰もが生きづら

い社会になることを私たちはもっと自覚しないといけません。高齢者、病気やけがを負った人、

障害のある人、妊婦、失業者、引きこもっている人、子ども、外国人、難民・・・本当は多様

な人たちがいるのに、ついつい「自分＝健常者」が上だと見てしまっていませんか。しかし、

自分や自分の家族やひいては身の周りには、多くの社会的弱者がいることを見失っていないで

しょうか。社会に生きることは、本来、お互い様だと思うのです。TEACCHの創始者エリック・

ショップラーは、「社会には必ず何割かの障害の子が生まれてくる。だからこそ、それは社会

で見ていくべきだ」と日本の親御さんに向けて話をされた、と聞いています。 

今でも、我が国の障害者施設で、障害のある人が虐待されたり不当に身体拘束されている事

例を見聞きします。障害者虐待防止法をなぞるだけでなく、このような、障害者や施設をめぐ

る歴史的な背景を学んでおく必要があります。ノーマライゼーションはだから大切な理念であ

り、日々の実践を通して、私たちの社会が目指すべき道だと思うのです。 

＜自閉症ｅサービス代表 中山清司＞ 
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よこはま三歩 
 

 初めまして。今年 4 月から東やまたレジデンスで勤務しております瀬

戸川 亮と申します。 

毎日暑い日が続いています。私は職場にも徐々に慣れて行き、ようや

く一息つける季節となり、豊満な初夏の風を全身に感じています。さて

今回はよこはま散歩ということで、はまっ子の私が横浜のおすすめスポ

ットを紹介したいと思います。 

今回紹介するのは、京急線日ノ出町駅を降りて徒歩 10 分の所にあり

ます｢野毛山動物園｣です。こちらの動物園ではペンギンやキリンやライ

オンなどを初めとする 100 種類以上の動物を見ることができます。8

月は、2日から31日までの間｢ナイトのげやま｣が開催されていました。

「ナイトのげやま」では普段は見ることができない夜の動物達の姿や昼

間とはひと味違った動物達がおり、また夜行性の動物も多いので昼間で

は眠っていて楽しめなかったという方も活発に動く動物を見ることが

できます。動物にあまり興味がない方には、野毛山動物園ではひよこや

モルモットなどと直接ふれあうことができる｢なかよし広場｣という所

があります。生まれて間もない、ひよこを抱えていると時間を忘れてし

まいます。そして園内では孔雀も放し飼いにされているので鳥好きには

たまらない空間になっています。 

 さらに驚くべきことに野毛山動物は入場料が無料です。これからも暑

い日が続きますが、ペンギンの華麗な泳ぎ姿を見て夏を乗り越えてみま

せんか。 

                東やまたレジデンス 瀬戸川 亮 
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表紙写真 ペンネーム：国鉄福私鉄道（こくてつふくしてつどう）  
編  集 社会福祉法人横浜やまびこの里 （編集責任者 小林信篤） 
          横浜市都筑区東山田町270番地 

TEL.045-591-2728/FＡX.045-591-2768  

法人ホームページ http://www.yamabikonosato.jp/ 

印  刷 ワークステーション 横浜市神奈川区西神奈川1-14-6-1F TEL.045-316-5710 
          購読料１部 １５円（税込み） 

△▼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～ 

今年も、朝日新聞厚生文化事業団による『自閉症カンファレンス NIPPON 2014』が 8/23～24 に東京

で開催されました。米・ノースカロライナ州で実施されている TEACCHプログラムの５DAYトレーニ

ングセミナーが日本で初めて開催され 25年目にあたる記念すべき年という事もあり、創始者、故

エリック・ショプラー教授直系のゲーリー・メジボフ教授、セラピストのカイア・メイツ氏、キャ

シー・ハーシー氏の豪華メンバーが来日。「高機能自閉症・アスペルガーの人への高等教育での支

援」をテーマに初日のメイン講義があり、二日目の「わが子にとっての TEACCHプログラム～地域

の中で育ちました～」では（日本の）親御さん達による貴重なお話しが聴けました。‘自閉症の人

たちから学ぶ姿勢’その神髄をあらためて確認できた熱い（暑い）２日間でした。‘価値あるもの

は続く’のですね。（西尾紀） 

http://www.yamabikonosato.jp/

