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皆様お変わりございませんか? 夏の猛暑が続いたかと思うと、

秋は豪雨で土砂くずれ、また御嶽山の噴火、冬に入った途端に豪

雪に見舞われ・・・、昨年は日本各地で自然災害が続きました。

多くの方々が被害にあわれ、心が痛みます。右は、昨年 9 月 6

日東広島市市民文化センターで講演（東広島市子育て・障害総合支援センター主催）した際、

主催者が私の本の売り上げを寄付され

「明石洋子先生講演会様」と載った「広

島県大雨災害義捐金」寄付者一覧です。

東日本大震災同様、1 日でも早く復旧

復興されますよう、祈っております。  

読者の皆さまはお変わりなくお過ご

しでしょうか? 昨年は、身近な方が

次々に亡くなられ、また友人の家族の

訃報も相次ぎ、喪中のはがきが急に増

えたようで、寂しさがつのります。 

「あけましておめでとう」が言えない

今年のお正月。しかし「今年は幸せな

一年でありますように」と祈って、こ

の「明石通信」をお届けします。 

昨年はお世話になりました。本年も

どうぞよろしくお願いいたします。 

さて、福祉業界において昨年の一番

の朗報は「障害者権利条約」を批准し

たことでしょう。批准するために「本

人主体と地域生活」にシフトして国内法が次々と改正され、また障害者虐待防止法や障害者

差別解消法など地域生活を送る上で不可欠な人権擁護の法律が新たに制定されました。 

（↑平成 27年元旦 初詣は伊豆三嶋大社） 

 

（↑東広島市講演会で被災地に寄付） 

（広島県大雨災害義援金寄付者一覧↓） 

 

（内閣府主催障害者フォーラムチラシ↓） 

 

＊自宅の住所変更あり（末尾に記載） 
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「地域で、家族と引き離されることなく、当たり前に生きる」をモットーに、「共に遊び、

共に学び、共に働き、共に暮らす」を 40年間実践してきた私にとっては、これからは徹之

の「地域で生きる」が法律で保障されるのですから、大変心強く嬉しく思っております。 

しかし現実には、「親亡き後も地域に生きる」ためには、まだまだ課題が残されています。  

昨年 12月 3日の「障害者週間記念シンポジウム」で「障害者権利条約批准への期待と課

題について話してほしい」と、内閣府より依頼が来ました。権利条約のおかげで人権の視点

での「合理的配慮」や「意思決定支援」が明文化された期待と、同時に条約の 12 条や 19

条について国内法の不備（違反）を提言して、知的障害・発達障害を理解してもらいたいと

思いました。お話ししたパワーポイント 8枚のうち 3枚をこの紙面に掲載します。 

例年 12月 3日から 9日は障害者週間で、日本各地で啓発イベントが開催されています。 

今年度は、国（内閣府主催）と、山形県のイベント（後述）に、私は参加しました。「みん

なでつくる共生社会」をスローガンに 12 月 3 日は「障害者フォーラム」が内閣府主催で、

5、6日の「連続セミナー」は各福祉団体

が主催で開催されました。その他全国か

ら応募のあった「障害者週間のポスター」

の原画展、12 月 4 日に「障害者週間関

連行事」として、日本障害フォーラム（Ｊ

ＤＦ）主催の「ＪＤＦ10周年フォーラム」     

が開催されました。 

12月 3日内閣府主催の「障害者フォーラム 2014」では、前ページの案内チラシのよう

に、第 1部の表彰式の後、第 2部の記念シンポジウムがありました。5 名が登壇。最初 30

分の基調講演を視覚障害のある障害者政策委員会委員長で静岡県立大学教授の石川准氏が

行い、続いて石川氏をコメンテーターに、難病を代表して兵庫県弁護士会の青樹志帆氏、身

体障害を代表して元パラリンピック水泳選手で会社経営されている中途障害の山崎泰広氏、

そして知的障害・発達障害を代表して親の私がシンポジストで登壇しました。司会は内閣府

障害者制度改革担当室政策企画調査官の尾上浩二氏。尾上さんとは、10 数年前、奥様（臼

井さん）が事務局の障大連（大阪）主催で、私が「公務員雇用」について講演した時からの

お付き合いです。今回のシンポジストの依頼は、現在内閣府に出向されている又村あおいさ

んから来ました。又村さんには、6月 27日開催予定の「平成 27年度川崎市心身障害児者

福祉大会」（川崎市総合自治会館）での講演をお願いしました。川崎の皆さんご期待くださ

い。又村さんには昨年ＰａｎｄＡ－Ｊ「大門明石塾」でも講義していただきました。 

さてシンポジウムは私以外の 4名は当事者の方で、「自己決定による個別支援」（総合支援

法）を自ら組み立てること（セルフマネージメント）ができる方々。権利条約で保障される

「合理的配慮」も、自らの意思を伝えてバリアーも解決できることが多いと感じました。 

（↑内閣府主催の「障害者週間記念シンポジウム」

ぱｍｍ不の日） 

 

（←シンポジウム風景） 
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身体障害の方は、「自由にどこにでも行けること」「人の手を借りたくない」「パラリンピッ

クが開催される 2020年までに、建物も交通も、段差

など解消を」と要望されました。車いすでも自由に行

けると言うことは、障害者でなくとも、足を骨折して

歩けない時や、将来年をとって足が不自由になっても

大丈夫と言うことですから、パラリンピック開催まで

に物理的バリアフリーが推進されると嬉しいですね。 

ところで足は丈夫で物理的移動は可能でも、交通手

段を自由に使って社会参加することが難しい知的障害

者は、「人の支援」が不可欠で、物理的バリアフリー以

上に人権を意識していただく「心のバリアフリー」が

重要となります。後述しますが、作業所から自転車で

帰宅途中に死亡する事件が起きたように、関わる人の

障害への理解が第一優先になりますね。 

昨年末、交通機関のバリアフリーを推進する公益財

団から「交通における差別事例に関するアンケート」

調査がきました。「障害を理由とする差別の解消に関する法律

(差別解消法)」が 2013 年 6 月に国会で成立して 2016 年 4

月に施行されます。 

権利条約は「障害に基づく差別」を禁止しています。あらゆ

る形態の差別に「合理的配慮の否定を含む」が入ります。差別

解消法は「合理的配慮の不提供は差別」となっていますので、

法律施行までに障害特性を理解して「合理的配慮は何か」を知

っていただかなくてはなりませんね。このアンケートは、交通

事業者に求める合理的配慮の内容を具体的に示すため、障害を

理由とする差別事例や障害者への配慮の好事例を把握すること

が目的とされています。 

 川崎市自閉症協会（一般社団法人取得）も、発達障害啓発週

間のイベント「ようこそ自閉症ワールドへ！」を、発達障害者支援法制定後の 2009年（第

1回）から、右上のチラシのように 7回開催しただけでなく、発達障害支援法が成立する以

前から、年 1回自閉症児者作品展など開いています。作品の展示だけでなく「ハート目、ナ

ミダ目」や「自閉症あるある」など、自閉症の子をもつ親の気持ちや配慮して欲しい事例（好

事例と悲しい事例）を広く知っていただきたく活動しています（23回作品展開催）。法律で

権利を獲得しても、広く周知していただかないと実を結びません。そのためには、「啓発」

（自閉症啓発イベントチラシ↑） 

 

（同時開催の作品展→） 

 

（浅野史郎氏講演→） 
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が重要になります。親の会の運動としては、「権利」獲得と並んで、共感していただくため

の「啓発」活動が二本柱になりますね。 

さて、シンポジウムの話に戻りま

すが、私は、知的障害や発達障害の

方々は、人の手を借りないで自立で

きることは難しいと思っています。

故に「合理的配慮」は、知って正し

く理解して適切な支援してくれる

「人」の存在が不可欠です。この支援者の人権意識を含めて「心のバリアフリー」が最も重

要と思っています。 

障害者週間の直前（11

月 25 日）に西日本新聞の

社会面に、佐賀市木原（徹

之が小学校時代を過ごした

町です）の安永健太さんの

死亡事件が、意見広告とし

て掲載されました。私はシ

ンポジウムで、最初にこの

記事の話をしました。意見

広告に示された「誰もが地

域で命と人権が守られる社

会に～もっと知ろう、もっ

と学ぼう。障がいを持つ人

たちのことを～」と世間に訴えなければならないのが、知的障害や発達障害のおかれている

現状なのです。正しい理解と適切な支援がないと命さえ危ういのです。警官に少しでも自閉

症への理解と付き合い方がわかっていたら、安永さんを死に至らしめることはなかったと思

います。事件が起きた現場は、３０数年前に小学生の徹之が自転車で走り回っていた道路で

す。2007 年 9 月 25 日に事件が起きた事を知った時は他人事と思えませんでした。徹之

が木原で暮らしていた当時、警察官は徹之をよく知っており、困った行動をした時など、優

しく注意をしてくれていました。実は、近くの警察官舎にも徹之はトイレ探検に行ったので、

私は全戸にお詫びと同時に説明する機会を持てたのです。中にはクラスメートの親の警察官

もいて最高の支援者でした。困ったときは交番に行って「お助けカード」を出すよう教えて

いたので、警察官は学齢期の徹之にとっては「お助けマン」、大切な支援者でした。 

（↓西日本新聞に掲載された意見広告） 

 

（スライド１「人の支援あっての自立」↓） 
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成人になった徹之は、たぶん 25歳（当時）の健太さんと同様の行動をしたでしょう。「停

止命令に従わなかった」とのことですが、5 人の警官に取り囲まれても意味が理解できず、

しかも叱責や馬のりになり後ろ手で手錠をかけられたら、恐怖心いっぱいでただ逃げ出した

く暴れたでしょう。全身 100

か所以上に傷を負っていたと

のこと、信じられない悲しい

事件です。 

身体障害と違って障害が見

えない自閉症者等発達障害、

しかも自分の意思を上手に言

葉で話せないのですから、関

わる人の「合理的配慮」はハ

ードでなくソフトになります。

障害について理解していたら、

障害特性に配慮したかかわり

方をしていたら、絶対に死と  

いう結果は起きなかったと思います。

徹之にも起こりえる事件と思い、「合理的配慮の不提供は差別」という、「障害者差別解消法」

の国民（特に制服組の方々）への周知を心より願っています。 

国民の皆様に「合理的配慮とは何か?」を伝えていきましょう。足の悪い方に車いすを用

意するのと同じことは「人という支援」、その人がどれくらい「合理的配慮」ができるかで、

障害が重くもなり軽くもなります。まさに障害は「社会モデル」と言うわけです。 

権利条約を批准するに当たって整備された国内法（改正障害者基本法や総合支援法など）

の随所に、「合理的配慮」と並んで、「意思決定支援」が明文化されており、「意思決定支援」

の周知も不可欠です。次に「意思決定支援」についてお話ししたいと思います。 

目の悪い方に点字、耳の聞こえない方に手話と言う、「合理的配慮」がなされて、本人が

情報収集して自分の意思を伝えることができるのと同じように、一見自己決定ができないよ

うに見える人にも、成長過程から「合理的配慮」ある関わり方がなされて、同時に「意思決

定支援」をすれば、誰でも自己決定はできると思います。私は、スライド 2.と 3 の 2 枚の

パワーポイントで、徹之の子育てから学んだ「合理的配慮」と「意思決定支援」の実践例を

お話ししました。当時の私は、それらの理論など知りませんでしたが、徹之がわかる方法で

情報を伝えれば、できることが多くあると気づきました。「医学モデル」（障害は本人の問題、

訓練等して本人が障害を克服する「変わるべきは本人」という視点）では到底不可能な、高

校受験も公務員受験も可能にしたのは、「社会モデル」（環境整備）も同時に実践していたか

（スライド 2「合理的配慮」↑） 
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らでしょう。障壁の解消に向けての取り組みの責任は、障害のある人個人にではなく社会の

側にある、「変わるべきは社会」というのが、ＷＨＯ（世界保健機関）のＩＣＦ（国際生活

機能分類）の新しい障害の視点です。当時の私はその考え方を知らなくても、徹之と日々付

き合いながら環境整備の必要性を実感して「社会モデル」を実践していたようです。 

親をはじめクラスメートや支援者など周りの人が、本人がわかるやり方を試行錯誤しながら

工夫して教えていき、一方社会参加を阻んでいる障壁（バリア）を取り除く運動（保育園入

園、普通学校就学、高校進学、公務員受験等々）を実践していきました。徹之は多くの「人

の支援」のおかげで、高校生にも公務員にもなれました。ここで大事なのは、「高校に行き

たい」も「公務員になりたい（正確には清掃車に乗りたい）」も、本人が自己決定したから

です。鍵は「自己決定！」なのです。自分の進路を自分で選び、それに向かって努力する彼

の姿に、多くの方々が支援者になって、ネットワークを構築して実現してくれました。「人

が財産」と私の本にサインしておりますが、本当に徹之のお陰で、私は人と言う財産をいっ

ぱいいただきました。 

ＩＱ（医学モデル）では無理

な進路も、本人がわかる方法

で情報提供し、概念形成する

ために社会経験を積み重ね、

「見てわかる。意味がわか

る」選択肢を提示し、それら

を選びながら成長すること

で、自己決定は容易にできる

でしょう。同年齢の人が与え

られると同じ位豊富な選択

肢があること（1975 年の

障害者の権利宣言）と、失敗

しても支えてもらえると言

う信頼関係は、この「意思決

定支援」には欠かせませんね。 

被後見人に選挙権回復されましたが、意思表示の苦手と見える重度の知的障害の人が投票

場で拒否にあうと言うことが昨年の衆議院選挙でも起きたようです。障害特性を理解して意

思をくみ取るスキルが関わる周りの人にあれば、自分の意思を表出することはできるでしょ

う。20歳になった徹之は、42歳の今まで一度も選挙を棄権していません。 

未成年の頃から選挙のニュースは一緒に見て、「20 歳になったらお酒とタバコをのみます」

（煙草はむせって好きにならず、お酒はすっかり酒豪になっています！）と宣言すると同時

（スライド３「意思決定支援」↓） 
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に「選挙にいきます」と言っており、町内の選挙広報の掲示板のポスターを見ては好きな名

前を連呼していました。今は、職場からの情報等いろいろ考えているようですが・・・。 

さて、シンポジウムでは、権利条約 12条「法律の前に等しく認められる権利」に対して、

本人に意思を確認できないということで、代理決定を認める現行の「成年後見制度」（法的

代理制度）は権利条約に抵触する（違反になる）のではないかとお話ししました。 

（＊19 条についてはグループホームについて話しましたが、紙面の都合上割愛します） 

日本の成年後見制度には、本人の意思の確認が必要な「補助類型」や「保佐類型」は少なく、裁判所の審

判は「後見類型」（画一的な行為能力の制限と包括的な代理権付与）に偏っています。また本人の状況変化

に柔軟に対応していません。欠格条項も 212 以上あり（リーガルサポート調べ）、終身・無期限に適応さ

れますので、社会参加が制限されます。 

徹之の場合、保佐や後見類型になれば、即刻公務員はクビになります。失職する可能性が大の現状では申立

すれば彼への人権侵害になりかねません。当初私は成年後見制度の利用を考え、東大の市民後見人養成講座

（1 期生）で、その後ＰａｎｄＡ－Ｊ「大門明石塾」で学び、社会福祉士の国家資格も取りました。成年後

見制度改正は必須となり、合わせて制度を使わない知的障害者の権利擁護システムの構築など考えていきた

いと思っております。 

イギリスの 2005 年意思決定支援法は、本人の意思の尊重、支援付き意思決定制度ですが、日本は「意

思決定支援に徹すべき」という規定がありません。権利条約 12 条は、障害のある人の法的能力の完全なる

行使を保障するため、行為能力の制限や代理・代行決定による支援から「支援付き意思決定」の仕組みへの

転換を求めています。国連障害者権利委員会が提言されている様に（内容は略）、後見人等による取消権（他

人による行為能力の制限は 12 条違反）でなく、本人による法律行為を事後に本人による取消の権利を認め

るなど、法定代理人が本人への意思決定支援を通して代理する仕組みにすれば、本人の法的能力を制限する

ことなく本人を保護できるでしょう。12 条に即した成年後見制度の改正を望みます。 

さて次は講演旅行の話へ。記憶に新しい最近の講演会の話を書きます。

他の講演会でも多くの感想やアンケートをいただき、特に高津養護学校の

講演会の感想は載せたかったのですが、紙面の都合上割愛します（残念！）。 

最初は北海道講演旅行から。11 月 2 日から 6 日まで、北海道育成会か

ら依頼されて徹之と北海道講演旅行（網走・北見・旭川・江別にて講演）をしてきました。

初日は小西栄理さんが事務局の「自閉症子育て研修会」。北海道講演の様子を「網走市手を

つなぐ育成会通信」（11月 21日発行）から一部転載しましょう。 

 明石洋子さん徹之さんが北海道を横断講演  

11 月 2 日(土) 網走市社会福祉協議会の共同募金会が行う歳末助け合い募金か

ら拠出される地域福祉推進事業の助成を受けて、女満別道の駅で行われた「自閉

症子育て講演会」、3 日から始まった北海道手をつなぐ育成会の地域活性化特別

（本にサインを↓） 

（講演会場で→） 
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研修として行われた「特別研修ありのままの子育てから 40 年」講演会（北見市端野～旭川～江別）と合

計 4 会場で明石洋子さんと徹之さん親子がお話してくださいました。徹之さんは定時制高校を卒業して公

務員になり、お仕事を頑張っていることを発表してくれました。洋子さんはそんな徹之さんの幼少期から

こだわりを逆手に取る作戦と自己選択を支援することで子育てしてきた経緯をまとめて紹介してください

ました。懇親会も行われ、北見・美幌・網走・道育成会と自閉症協会メンバーも一緒に交流が出来ました。 

小西さんから、お礼状と参加者の感想をいただきま

した。＊紙面の都合上、アンケート結果は割愛します。 

「明石洋子さん徹之さん講演会ではたいへんお世話になりま

した。本当にありがとうございました。４日の洋子さんから

電話を頂き旭川までが吹雪でたいへんだったことを知りまし

た。明石さんが「ドアも開けられない暴風雪で、自分は初体

験で雪が嬉しかったけど、送ってくれた市野先生は北見に戻

れたかしら」って心配されているとか…本当に晩秋と初冬の

激しいお天気を体験していただけましたね。今日は北海道手

をつなぐ育成会の事務局長小林さんと竹田さんから電話を頂

き、旭川の様子や江別、札幌のことを伺いました。小林さん

も竹田さんも講演内容にも感銘を受けたし、たくさんの人が

つながったと喜んでおられました。明石さん親子と市野先生

にどうぞよろしくとのことでした。私も感謝の気持ちでいっ

ぱいです。本はすべて売れました。たくさんの本にサインし

ていただきありがとうございました。頂いたＤＶＤ「笑顔で

街に暮らす」も、皆さんがたくさん買っていただいた本も、

この地域に講演後もさらに影響を与えてくれるものと思います。地域の交流、活

性化という意味で北見、津別、網走、女満別、美幌などブロックで絆が深まりま

した。本当にどうもありがとうございました。深く感謝です。小西」 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

北見は大風警報が出ていて 1 日

中強い風の中、菊人形展に市野先

生がご案内くださいました。「軍

師官兵衛」の菊人形が飾られてい

て感動。以前 8月 23日兵庫県教職員組合講演会の時、橘先生と北側さんが姫路の官兵衛記

念館のほかドラマのロケ地を案内してくださいました。母校（福岡高校）の近くに黒田如水

（官兵衛）のお墓がある博多っ子の私としては岡田准一さんの「軍師官兵衛」は最高でした。 

（徹之の講演の案内チラシ↓） 

（北見での写真４枚） 
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３日の「北見市瑞野町公民館」での講演会から、4日の「旭川市障がい

者福祉センターおびった」での講演会への移動は市野先生の車で。海抜

1000 メートルの石北峠越え。暴風雨警報が出て上からも下からも雪が

激しく舞っている。市野先生が「2週間前は紅葉の層雲峡だったのに」と、

初雪が豪雪になって北海道の人もびっくりの天候でした。右の写真のよう

に、徹之ともども旅人は大雪が珍しく喜んでおりましたが・・・。 

4 日旭川で講演後は、特急電車で札幌に入り、5 日は江別市民会館で

講演。講演会の目的の一つは「地域でのネットワーク作り」なので、参

加者の交流も大切で、計 4 回の「講演会＆懇親会」でした。後半になる

と徹之は大好きなお酒も早々に切り上げ「ホテルに戻ります」と言って

いました。最終日の 5 日の夜は「ラーメンを食べます」と宿舎の札幌グ

ランドホテルからラーメン横丁へ。途中札幌テレビ塔の上に輝く月が見事でびっくり。旅の

疲れが消え、見とれましたね。翌日の北海道新聞に「171 年ぶりの奇跡の月」との見出し

で載っていました。「後（のち）の十三夜月」と言う名月だそうで、次に見られるのは、95

年後の 2109 年とのこと。私も徹之もこの世にいないですね。同じ日の

北海道新聞に江別での講演会の記事がカラー写真入りで載っていました。 

次は 12月 5日～7日、山形での講演会の話を。一昨年の川崎日航ホテルでの私の「厚生

労働大臣賞受賞と徹之の 40歳を祝う会」に来てくださった新庄市の佐藤明美さんからの講

演依頼。「最上地区障がい者週間記念事業・20周年記念講演会」に徹之と呼ばれました。新

庄市含め 8 市町村合同のイベントで、会場は新庄駅隣接の「ゆめりあ」。講演後、８地区の

福祉事業所の利用者たちのステージ発表（歌やダンス披露）や即売

会・作品展なども開催されました。一日中雪が降り続いている中、

多くの方々が来場され、このイベントも山形新聞に（しかも 2面に）

掲載されました。講演後、積雪５０センチ以上の最上公園（新庄城

址）を散策し、隣接の新庄ふるさと歴史センターで新庄祭り（250

年以上の伝統があり国の重要無形民俗文化財）の山車などを見学し

ました。お祭りの観光ポスターの展示もあり、郷里博多の［山笠］のポスターが最優秀賞だ

ったので、徹之と記念撮影。その夜は、佐藤夫妻のご案内で、積雪１１３センチ（ＮＨＫの

天気予報の観測地点に）の肘折温泉の湯宿「元河原湯」に泊まり、翌日は最上川芭蕉ライン

（吹雪の石北峠↑札幌羊ヶ丘↓） 

（新庄市にて５枚） 

（最上川芭蕉ライン舟下り↑） 
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舟下りをしました。 

最近の講演会は他に、11月 28日茅ヶ崎市

コミュニティホールでの民生委員児童委員の

方々（民児協議会）への講演

会（とても嬉しい礼状と感想

をいただきました）、12月 9日ウインクあいちで、愛知県知的障害児者生

活サポート協会の「権利擁護講演会～ありのままの姿を見せるのよ～共に 

生き、支えあう４２年の歩みから」と言うしゃれた演題での講演

依頼でした。「アナと雪の女王」のヒット曲を聞きながら、徹之のあ

りのままの姿をずっと以前から大切にしていた私を、自分でほめた

い気持ちです。映画に感動した皆さまがその視点を持ってくれたら、

障害があっても生きやすい世の中になると思います。 

１２月２０日は神奈川学校保健研修会主催の講演会。神奈川県予防医学協会から、

協会の「健康かながわ」の 2月号に講演会の様子を載せたいと依頼がありました。 その他

医学書院「訪問看護と介護」（2月号）の巻頭言（6ページ）に私どもの記事が載ります。「意

思決定支援のための日々の関わりと地域環境つくり」について編集者の杉本さんと石射さん

からインタビューを受けました。どのように掲載されるか楽しみです。 

さて、第 12回「ジェイミーのコンサート」が 10

月 7日ミューザ川崎で開催されました。毎回私はミ

ニ講演と、小川典子さんのピアノ演奏後の茶話会で

質疑応答を受けております。今年は朝日新聞厚生文

化事業団の福田さんが来られて嬉しかったです。小

川典子さんには、10 月 26 日高津市民館で開催した「一般社団法人川崎市自閉症協会記念

式典」と啓発イベント「ようこそ自閉症ワ

ールドへ」でもピアノ演奏していただきま

した（チラシは３ページに）。 

 

（元河原湯と屋形船の中→） 

（↑↓ジェイミーのコンサート） 

（啓発イベントで小川氏に感謝状を↑） 

（菊地副市長挨拶↑ シンポジウムの三浦副市長↑） 

（設立式典と啓発イベント；法人理事達と記念撮影↑） 

（福田氏↑） 
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当日、自閉症の啓発にご尽力いただいている小川さんに協会より感謝状を贈らせていただ

きました。講演１は理事の浅野史郎氏、講演 2は代表理事の内山登紀夫氏にお願いしました

（3ページのチラシ参照）。シンポジウムは上記の 5名が登壇しました。「行政からどなたか

に」と健康福祉部にお願いしましたら、三浦副市長がご登壇。式典では菊地副市長がご挨拶

してくださり、川崎市のナンバー２がご参加くださいまして光栄に思いました。今後も行政

と協力し合って自閉症等発達障害の啓発に力を注いでいきたいです。 

9月 13日と 11月 15 日に、神戸大学主催で、発達障害支援教室ほっと主宰の山根健也・

弘子先生ご夫妻運営で、若いご両親対象に講演した様子を「ほっと通信」から一部抜粋。 

「ほっと」通信（山根弘子先生記）より、一部抜粋 

 ・・（前略）・・先週、パパママほっとの参加者の中で、土曜日のぽっとらっくに参加

され、明石洋子さんの講演を聴かれた方が数名おられたので、感想を述べていただきま

した。みなさん一様に深い感銘を受け、励まされたと言っておられましたが、その中で、

あるお母さんが、「何で私ばかりが苦労しなくてはならないの？と落ち込むこともあっ

たけど、『今は、この子のお陰でいろんな人に会えたと思えるようになった、今辛いこ

とも、いつか笑い話になる時がくる』とご自分の経験から話され、元気がでました」と

言われたのが、心に残りました。 

 明石さんから個人的にお聞きした、以下のようなお話を会合でさせていただきました。 

①�  徹之さんを育てる時、「人に好かれるようになるということより、人を好きにな

るように育てました」とおっしゃっていたこと。そのために肯定的に徹之さんの特性を受けとめながら

いいところを伸ばす支援をされたから、結果として人から愛されるキャラクターになったのでしょうと。 

② 自閉症の人は”Why?”「どうして？」という質問に答えることができないから、答えの引きだしをた

くさん作りました。あるとき、夕方、駅で１時間待たされた。「心配した」と言うと「ごめんなさい」と謝

った。本当は残業で遅くなったことが職場からの連絡で分かった。電車が遅れた時、「人身事故」「車両点検」

「天候や地震」など、駅や車内アナウンスで原因がわかる。残業も加えて、電車が遅れた理由の「引き出し」

支援・

三浦 淳氏 （川崎市副市長）

昭和５０年川崎市役所入所。財政局財政課長、総
合企画局企画部長などを経て、平成１８年１月から
総合企画局長を務め、平成２２年４月に副市長に
就任。副市長就任以前から、京浜臨海部国際戦略
特区などナノテクノロジーやライフサイエンスと
いった先進分野の研究開発拠点の取組の中心的
役割を果たし、京浜臨海部の事業推進に向けて
手腕を発揮。
一方で福祉関係者との交流も広く、最近では、障
害などのハンディキャップの有無に関わらず、多
様な人々が混ざり合うダイバーシティ（多様性）
のあるまちづくりを目指す、「ピープルデザイン
かわさきプロジェクト」を始動させるなど、幅広い
分野で戦略的な事業展開を主導している。

明石 洋子氏 ; コーディネーター
（一般社団法人川崎市自閉症協会 代表理事）

薬剤師・社会福祉士。社会福祉法人あおぞら共生
会副理事長。知的障害を持つ自閉症の長男（41
歳）の成長に合わせて、地域訓練会・保育園・義務
教育・高校進学へ、そして放課後は学童保育・学
齢児活動、さらに余暇活動を企画運営して、同年
齢児や地域の人々と、少しでも多く接する機会
をつくろうと、川崎及び佐賀で活動した。
更に働く場も地域でと、八百屋をする地域作業
所を平成元年に設立（あおぞら共生会設立）。
あおぞら共生会は現在、社会福祉法人として14
の事業を展開中。心のバリアフリーを願って、「啓
発」を大切に、親子で日本各地、米国、中国、韓国、
香港などに招かれ講演している。

高木 一江氏 （医師、横浜市中部地域療育センター所長）

前・川崎市発達相談支援センター及び川崎市発達障害地域活動支援センターゆりの木所長。
専門は、小児神経学、発達神経心理学、児童精神医学。
現在は、幼児～小児期～思春期以降の児童及び青年期以降の精神医学、ご本人やご家族の心理的
支援、学校や職場における教育的支援・連携、福祉サービス支援のほか、ご本人への自己認知支援、
心理社会的教育や性教育など生涯にわたる相談及び対応に関わっている。日本小児科学会専門医、
日本小児神経学会専門医、日本小児精神神経学会専門医、S.N.N.S-SV（特別支援教育士スーパーバ
イザー）、自閉症支援士エキスパート、子どもの心の相談医、日本自閉症スペクトラム学会評議員、日
本LD学会編集委員、横浜市発達障害検討委員会委員。

（↓啓発イベントのシンポジスト：阿佐野智昭・大石剛一郎・高木一江・三浦淳各氏と・明石洋子） 

（山根弘子先生と→） 
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に「なぜ」をたくさん入れました。また、学校の選択、職業の選択などいろいろな「引き出し」をたくさん

作りました。（「ほっと」の皆さんの場合「学校での様子」や「ともだちとの関係」等々） 

 そして、ぴったりした答えがない時のために「その他」の選択肢を作ったら、その中で「高校」や「公務

員」の選択肢が入ってきたのです。進学や進路として洋子さんが想定されていた以外のことを、徹之さんが

考えていたということです。（このことについては、ご講演の最後に私から皆さんにお伝えし、明石さんか

ら補足説明をしていただきました。） 

③ 自閉症の子どもをもつ親御さんから「『〇〇ちゃんは変だ』と言われるけど、変じゃないということを

どうやって説明すればいいかと質問をされた時、「答えはありません、だって、変なんですもの。『でも面白

いでしょ』ってつけ加えるんです」と言いました。（これってほんとうに名答ですね。） （＊④～⑩は略） 

知恵と工夫に満ちた体験を惜しみなく語ってくださる明石さんに、感謝の気持ちでいっぱいです。 

 

12 月は忘年会＆クリスマス会に参加。 

法人職員の忘年会をイタリアンのレスト

ランで、大門明石塾の忘年会をＰａｎｄＡ

研究所で、グループホーム「ガーデンあすか」になった

703 号室の広いＬＤＫでホーム利用者さんたちのクリ

スマス会、24 日は帝劇「モーツワル

ト」（6 回観劇）の千秋楽の打ち上げ

を兼ねて福岡の井上一家とドイツレストランでイ

ブの集いを。そして 15 年前放映の「笑顔で街に

暮らす」のロケ地の我が家でＮＨＫの内多さんた

ちスタッフと忘年会。井上さん手作りの頂いたケ

ーキをほおばる内多勝康さんの写真を掲載します。 

 

12月 31日から 1月 2日までは、グループホームの利用者さん

をお連れしての伊豆熱川旅行（総勢 33 名）でしたので、我が家の

博多雑煮でのお正月は、三鷹の政嗣一家が来て 1月 3日に開催。孫

たちは5才、２才の可愛い盛り。昨年は七五三のお祝いもしました。

福岡和白の奈多ケア院（老人保健施設）の母（97 歳）は、介護度

4 になりました。千早の自宅でのお正月は無理になりました。 

では皆様、今年も親しくお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

注；自宅の住所の変更があります。 ＊703 号から 701号に引っ越したため 

自宅 〒210－0844 川崎市川崎区渡田新町 2－2－20－７０１、７０２  

（703号室でクリスマス会↓） （井上さん手作りケーキと内多氏↓） 

（啓発イベントで感謝状を↑） 
（←我が家 701号室で、政嗣一家とお正月の記念撮影） 

（仲良し↓） 


