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皆様お変わりございませんか? 天候が目まぐるしく変化して体調管

理が大変です。春から猛暑のような日が続いたかと思うと急に肌寒くな

り、私もちょっと寝込みました。また日本各地で台風や雷、豪雨、竜巻

など自然災害のニュースに、温暖化対策などの必要性を痛感します。 

天候不順は徹之の外仕事にも影響大で、早く梅雨が明けてほしいです。 

さて、今回は最初に啓発の話をしましょう。川崎市自閉症協会啓発活

動「ようこそ自閉症ワールドへ」も今回、８回目になりました。 

特に今年は川崎市の協力のもと、ブルーライトアップが実現できまし

た。国連が定めた「世

界自閉症啓発デ―」

（４月２日）に、世界

各地、日本でも、自閉

症等発達障害に対する理解を広めるため

に、タワーやお城、観覧車、街の建物等を

ブルーにライトアップする企画が行われ

ています。青色には癒しや希望が込められ

ています。私は長年、行政や議員さんに働

き掛けてきましたが、この度、川崎市でや

っと実現できました。港湾局のご協力で京

浜工業地帯の工場の夜景で有名なコミュ

ニティー施設「川崎マリエン」と、総合商

業施設「ラ・チッタデッラ」のガラスのタ

ワーが、「発達障害啓発週週間」（4月 2日

から 8日）の一週間、ブルー一色にライト

アップされました。自閉症の青年が主人公

（↑平成２７年５月 伊豆の踊子像の前で） 

 
（世界自閉症啓発デ―川崎イベント風景↓） 

 

（啓発デ―イベントチラシ 下絵は徹之の絵↑） 
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の「ぼくはうみがみたくなりました」（山下久仁明氏脚本）のチネチッタ映画館での上映交

渉時から自閉症を知っていただいております「ラ・チッタデッラ」のご好意で、チネチッタ

通りの噴水広場で啓発イベントもできました。ガラスのタワーのブルーに合わせて、用意し

たブルーのキャンドル１００個の炎が揺れる中、道行く市民の方々対象に、野外で初の「ト

ーク（明石）&ライブ（うすいまさと氏）」を行いました。菊地副市長はじめ行政や社協の方々

も参加してくださり、来年度も更なる啓発をお約束してくれました。タワーを見上げて「い

つもと違う。なんでブルーなの?」と市民の皆さまが関心を持ってくだされば、自閉症を説

明する機会ができます。関心を持ってくださることからスタートです。 

 

４月２日のこのイベント会場で（前々号の「明石通信」でも）

お話ししましたが、絵本『ふしぎなともだち』が、第 20 回日

本絵本賞の「大賞」に輝きました。平成 26 年に出版された絵

本からもっともすぐれた絵本に選ばれたのです。 

作者の田島先生は、自閉症を知るために読まれ

た多くの本の中でも、『ありのままの子育て』をはじめ私の 3冊の本に、もっ

とも深く共感し、何度も熟読してくださったそうです。そのせいか、主人公

「やっくん」の顔も行動もエピソードも、まるで徹之を見ているようで驚き

ました。出版社からの依頼で、淡路島から上京された田島先生とお会いし、

内容についてのアドバイスと、絵本に同封する「しおり」の推薦文の執筆をしました。しお

りの推薦文にも書いたとおり、自閉症の特性について大切なことがしっかりと入っており、

理解を深めてくれるとともに、「違いを認め、違いを楽しむ」共生社会は、子どものころか

ら多様な個性をもつ友だちと「共に遊び、共に学び」成長した感性豊かな人間が実現してい

く・・・ということが、深い感動とともに伝わる絵本となっています。 

今回の大賞受賞は私にとっても大変うれしいことで、この機会により多くの方に、『ふしぎ

なともだち』を知ってほしいと願っています。 

もう一つ話題提供。友人の息子さんの井上芳雄さん（現在、帝劇の「エリザベート」で黄

泉の帝王トート役を好演）が、『トニー賞』の第６９回授賞式の司会をするとのご案内に、「温

泉旅行とミュージカルが趣味」の私は、早速放映されるＷＯＷＷＯＷの契約をしました。 

この１年間のブロードウェイで上演した演劇及びミュージカルの中から、ノミネートされた

作品のパフォーマンス等が生中継されました。「第６９回トニー賞演劇部門作品賞」を取っ

たのが、「夜中に犬に起こった奇妙な事件」です。「なにこれ？」と思っていましたら、自閉

症の少年が愛犬の死をきっかけに自分探しに出る物語で、少年の心象風景をプロジェクショ

ン・マッピングを使って演出されている画期的な作品とのこと。自閉症を扱った作品が演劇

作品トップの賞です。嬉しいですね。 

（←啓発デ―イベントで絵本を紹介） 

 

（やっくん↓） 
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ダニエル・キイツのベストセラー「アルジャーノンに花束を」が、ドラマ（以前ユースケ・

サンタマリアさんが、最近は山下智久さん主演でテレビドラマ化）やミュージカル（昨年浦

井健二さん主演）で扱われたように、今回受賞したこの作品も、日本の皆様の目に留まると、

自閉症の理解が進みますので、期待しています。芳雄さん、ぜひ舞台してください。 

絵本大賞の授賞式のご挨拶で、審査委員長の佐藤猛氏（ちひろ美術館館長）が、「自閉症

を題材にした絵本で大賞を取ったのは画期的」と言われましたが、このように自閉症が取り

上げられ、皆様の目に留まり、少しでも関心を持っていただけますとうれしく思います。 

徹之が１５歳の時、ダスティ・ホフマン主演の「レインマン」が

アカデミー賞を受賞し、日本中の映画館で上映されました。１２歳

だった政嗣は、自分の部屋にポスターを貼って「兄貴はこのレイン

マン、俺はこのハンサムな弟のトム・クルーズ」と言って、友人た

ちに兄を紹介していました。自閉症の兄を理解してもらうのに、こ

の映画「レインマン」は最高でした。   

 

 さて、次は来年４月から施行の「障害者差別解消法」の話を。 

「障害者権利条約」批准のために国内法が次々に改正されました。 

平成２５年６月成立の「差別解消法」が、批准のための最後の法律で

す。これに「合理的配慮の不提供は差別である」が明記されました。 

先日、６月２７日（土）「平成２７年度川崎市心身障害児者福祉大会」の講演会に、内閣

府政策企画調査員で、ＤＰＩ（障害者インターナショナル）日本会議副議長の尾上浩二さん

を講師にお呼びし、「障害者差別解消法の基本方針を読み解く」と題してお話ししていただ

きました。尾上さんが大阪での障害者運動時代に、私どもが講演を依頼されてから、奥様（欠

格条項をなくす会事務局長）共々、親しくさせていただいております。前号の「明石通信」

の内閣府主催の「障害者の日シンポジウム」の話にもお名前も載せていただいております。 

障害当事者の尾上さんは、ご自身の経験から「自宅から徒歩５分の普通中学校に転校する

際、すったもんだの末入学許可は下りたが、『普通学校に入った限りは、特別扱いはしない』

と言われ、『設備も、先生の援助も、子供たちの手も借りない』との念書を取られた」と、

冒頭にお話されました。「当時、差別解消法があったらよかったのに。合理的配慮があって

こそ平等なのに、合理的配慮は特別扱いの当時だった」と話されました。 

徹之の場合も全く同様ですね。普通学級に入るには「親の付添

い」が条件でしたし、遠足等のイベントには付き添いがなければ

参加は難しく、この付き添い条件は成人になっても、例えば「パ

ントマイム教室」参加の時でさえも言われました。 

（←田島先生と授賞式会場にて） 

 

（３月オルゴール館にて↓） 

 

（↑ピエロテッシー自画像、なぜか彼女を横に） 
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ただ、ポジティブシンキングの私は、「付き添うことで、先生やクラスメートと親しくなれ

る。パントマイムも習える」と、付添いをプラスに考えましたけれど・・・。 

「こだわり」をプラス思考した話を少ししましょう。 

「パフォーマンス好きな徹之は、教室でも道路でも広場でもすぐに踊り出

しておりました。幼児期の『かわいい』が、成人になると『あいつバカ

か！？』と冷たい視線に変わりました。私はそれを『面白いじゃん！』に

したくて、「ピエロ養成講座かパントマイム教室に通わせたい」と思うよ

うになり、ある日新聞に「出でよ、大道芸人」の案内を見て飛びつきまし

た。案内文に「障害者は除く」と書かれていませんでしたが、受付の職員

は、「障害者が来る」とは予想していなかったようで「親の付き添い」を

条件に許可されました。講師のピエロトッキ―先生は「徹之君はまさにピエロのハートを持

っている」と受け入れてくださり、パントマイムを「手とり足とり」（視覚支援）で教えて

くださいました。「パフォーマンス大好き」と言うこだわりが、パントマイムやバルーン（動

物や花など制作）のスキルを獲得して、ピエロテッシー（徹之）が誕生し、公演も多数行い

ました。社会貢献・社会参加の場がひろがって、彼の人生を豊かにすることができました。

このあたりの話は、中京大学辻井正次先生から依頼されて、「アスペハート４０号」（９月発

行予定）の「特集：好きなことで生きていく」に、こだわりが趣味になった話を書いていま

す。ちなみに「アスペハート３１号」の「特集：こだわりを活かす」には、こだわりを職業

にした話を書きました。「好きなこと＝こだわり」をプラス思考にすれば、職業になり、趣

味の広がりにもなることを、徹之の子育ての実践から学びました。 

私は「親の付き添い」が条件なら、嫌がらずに楽しく付き合おうとプラス思考しましたの

で、徹之が日常関わる多くの方と直接出会い、わかりづらい徹之の特性や支援を、お互いに

試行錯誤しながら、共に考えていきました。自閉症を書物等で知識を得ても、子育てには（付

き合うためにも）コツがいりますから。当時「合理的配慮」の言葉は知らなくても（コツの

ようなものですね）、周りの方々と一緒に、知恵と工夫で学んで行きました。おかげで徹之

の周りに「知って理解して支援して下さる人」が増え、高校受験や公務員チャレンジが可能

になったように思います。わが子と一緒に過ごす時間とそこで関わる人との関係づくりがで

きたので、付き添いの条件は、結果は「よし」としましょう。 

 

差別解消法では、①「作為的差別である＝差別的取り扱い」と②「不作為の差別である＝

合理的配慮の不提供」の二つの差別を言っています。①は障害があることで入場禁止など、

最初から参加させてもらえないこと、②は入場はできるけど、会場は音声だけで視覚的配慮

がないため、耳の聞こえない方は会場の出来事には参加できない・・・等です。 

障害を理由として最初から排除されていた昔と比べて、ノーマライゼーションの理念浸透で

（↑ピエロテッシー） 
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近年は社会参加の場は増えました。更に来年４月からは「合理的配慮の不提供は差別」の法

律が施行されますから、「合理的配慮は何?」を周りに理解してもらうことが不可欠ですね。 

 

徹之は、公務員になって２２年過ぎ、平成２７年７月

１日から２３年目に入りました。「合理的配慮」と言う言

葉がない時でも、周りが徹之の困り感を察知して配慮を

してくださり、徹之はイキイキ楽しく元気に仕事をして

いました。ＮＨＫドキュメント番組にもなりました。 

徹之の子育てから学んで気が付きました「具体的・視

覚的・肯定的」なかかわり方が、今で言う「合理的配慮」

というわけですね。徹之は「抽象的な言葉」は全く意味

が分かりません。「きれいに、ちゃんと、しなさい」の言

葉かけでは何をどうしていいかわかりません。「わかった

か?」と言われると「わかりました」と答えます。しかし、

できないので、「何度言っても分からない奴」とのレッテ

ルを貼られてしまいます。 

「わかった?」という問いかけには、彼は「わかりました」

と答えますので、私は「本当にわかっているかな?」と必

ず確認作業をしました。彼の行動を観察して「わかっていないな」と思いましたら、指示の

仕方を変えて、わかる方法を模索したものです。今は「わかりません」の言葉を使うことも

教えているのですが、「わかりません」の連発では「何度言ってもわからない奴」とまたま

た同じになってしまうようで、なかなか特性を理解してもらうのは難しい。 

彼がわかるための方法としては、抽象的な「きれいにしなさい」ではなくで、結果きれい

になる「手順書」など視覚的な手掛かりを提示してくれるだけでいいのです。やるべき具体

的な行動をスケジュールやプログラムにして、見てわかるような提示をお願いします。 

また「○○しないと、△△できないよ」と否定的な言葉ではなく、「○○してから、△△す

る」と順番通りにやるべきことを肯定的な言葉で伝えてくだされば明確になり、理解できま

す。否定的な言葉に「こだわり」ますので、いつまでも気になって独り言が増えていきます。 

 

徹之の様な障害の場合は、物理的バリアフリーすなわち設備の改造等のお金をかけないで

も、周りの方の「合理的配慮」があれば、「困り感＝生活の生きづらさ」も解消され、とて

も暮らしやすくなります。しかしこの「心のバリア」の解消（フリー）が難しい。 

川崎市は近年いろんな事件が起こっており、市としては「心のバリアフリーを実現する街に」

を表明し、前述の福祉大会でも副市長がご挨拶の中におっしゃいました。 

（鹿児島講演での様子。主催者作成の 

ＰＰＴ６枚中の 2枚、出迎えと観光↑↓） 

 

（↑講演会ではコツも伝授してます） 
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22年の間、「心のバリアフリー」の必要性を痛感したことが多々あります。 

NHKＢＳ「お仕事がんばります」（５０分）の放映後、世界１２カ国からオファーが来まし

た。その内のある国の国営放送のプロデューサーが来日され、徹之の職場を訪問されました。

職場の上司に「これから障害者を雇用する予定がありますか?」と質問されたのですが、上

司は「お宅の国にキャバレーはありますか?」と逆に問われました。同席していた私は「？」。

上司は「若いきれいな女性がいるお店と、年をとったり障害があったりする人がいるお店と、

あなたはどちらに行きますか?」と言われ、「これから福祉は今までの措置から契約になり、

利用者が選ぶ時代に代わります。魅力的な施設でないとお客様は来ませんから」と話され、

「障害者を雇うことはない」とはっきり言われました。同席した方々は発言にびっくり！！ 

別の上司は、「一般の公務員試験に合格して公務員になったのだから、普通の公務員のよ

うに扱う。特別扱いはしない」と言われていました。尾上さんの話の「普通中学校転校時の

エピソード」と同じですね。この上司は言葉で、しかも叱責の否定的な言葉で指示されまし

たので、徹之は今までの経験と照ら

し合わせながら、視覚的な手がかり

を必死に探して行動せざるを得ませ

んでした。わからないからできない

状態だったのか、その上司の評価は

「全くできない奴」だったようです。 

また「障害があるのに働かせてか

わいそう。暑い夏は冷房のある家で

大好きな絵を描かせてあげたらどう

ですか? 日本は福祉国家で障害の

ある人のために我々が税金を払って

あげているから、働かないでも」と

退職を勧められたりもしました。 

徹之は「汗水流して働く」ことが

自己実現と思っていますので、上司

の拒否的な態度にもめげずに「お仕

事がんばります」と肯定的に言葉を

返して、働き続けました。私は、「か

わいそうと働かせないことより、働

きたいのに障害があるから就労の場

（鹿児島講演会のお礼状↓） 

 

（徹之が描いた桜島と篤姫↑） 
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を取り上げる方がかわいそうです」と就労の継続をお願いし、徹之の思いに寄り添った支援

に徹しました。（もう時効かなと公表しちゃいましたが、上司の方々を責められません。私

も徹之の母でなかったら、障害者の思いや権利を今も知らなかったでしょうから・・・） 

 

これからは差別解消法施行で、理不尽な対応は皆無になるでしょうが、

このような「差別的取り扱い」に加えて、更に「合理的配慮の不提供」

が差別と定義されます。来年 4月の施行前に、雇用関係者は早めに学ん

でいただきたいですね。 

法律の条文を少し説明します。 

差別解消法の第５条が、「社会的障壁の除去の実施

についての必要かつ合理的配慮に関する環境の整備」

を言っています。「行政機関及び事業者は、社会的障

壁の除去の実施についての必要かつ合理的配慮を的

確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その

他の必要な環境整備に努めなければならない」と書かれています。 

さらに第７条の２、第８条の２には「合理的配慮の提供」が書かれ、合理的配慮は行政機

関等は法的義務で、事業者は努力義務、ただし雇用は事業者も法的義務があるとなっていま

す。障害者差別解消法の基本方針は、「障害の有無によって分け隔てられることない共生社

会の実現」で、社会的障壁の除去が重要になっています。 

「障害者が日常生活・社会生活に受ける制限は、機能障害のみに起因するものでなく、社会

における様々な障壁と相対することによって生じるもの」となっており、「社会モデル」の

考え方。本人の障害の軽重自体より、周りの人の関わり方、環境次第というわけです。 

 

尾上さんが、福祉大会で、「杖をついて階段を上っていた中学生当時より、今の方が障害

は重度になり、機能は全く落ちて、車いす生活になっているが、段差解消の街や建物の構造

化や電動車いすの改良のおかげで、どこにでも一人で行くことができる。障害というものは、

本人の能力や機能より、周りの環境整備次第。周りの環境（人の支援含む）次第で障害は重

くもなり軽くもなる」と、「キーワードは合理的配慮」とお話しされました。 

私は「周りの方々の正しい理解と適切な支援次第で、徹之の障害は重くもなり、軽くもなる」

と言って「とにかく知ってもらおう」と地域に飛び出して育ててきましたが、まさに「合理

的配慮の提供」を周りに説明し、お願いしていたのですね。 

具体的でなく抽象的な言葉で、視覚的な手掛かりを一切示さず、否定的な言葉で指示する

やり方は、足の悪い方に車いすやエレベーターを用意しないで「歩いてこの書類を５階に届

けなさい」と言っているのと同じ様なものなのですが、なかなかそこに気がつきません。 

（若い親主催の、津での講演会→） 

 （初の公開講座に参加者多数、主催者は「ほっ！」↓） 
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身体障害は見てわかることが多いので、自然に「合理的配慮」をしていて無理

強いすることは少ないようですが、知的や発達障害の方には無理を強いている

のではがないかと、今までの指示を反省することしきりです。 

 

「合理的配慮は何か?」を理解するには、「本人主体」の視点で、

本気でその人を知ろうとしなくては難しいです。障害特性やその

人の「人となり」を知らなくてはなりません。知るためには「ふ

れあい」が不可欠です。周りの皆様が「心のバリア」を取り払っ

て、「隣で住んでも、隣で働いても当たり前」と思ってくださることを願っています。 

ただ、障害者の権利を声高に言うのでなく、「障害のある人もない人も共に生きる街」の

真の実現には、「双方が歩み寄って」が大事です。「権利と共感」の両輪です。振りかえって

みると、その「権利と共感」のために、地域に生きてきたように思います。 

徹之が障害児とわかり、親として「わが子をどのように育てるか」悩みました。４０年前

は「幸せの青い鳥は施設に」と思われ、親の会も行政も施設建設に

向かっていました。私は、家族や地域から切り離された施設に幸せ

があると思えず、（将来は施設のお世話になるかもしれないが）親が

若くて元気なうちは「地域の中で共に暮らそう」と心に決めました。 

もしかしたら地域の中に青い鳥がいるかもしれないと思ったのです。  

パニックを起こすたびに、言葉にならない思いを知りたくて、彼

の心の内を探りました。結果「地域」と「本人主体」が、子育てや教育の方針になりました。

地域の中で共に遊び、共に学び、共に生きて、自閉症の「パニック・こだわり・超多動」も

本人の意思の表れとプラス思考して、むしろ活かして育ててきました。 

そうして２０数年後、平成１２年に社会福祉の基礎構造改革が断行され、５０年ぶりに福

祉法が改正され、「地域と本人主体」がキーワードになり、180度方向転換されました。 

長年の「施設重視」の逆風の中で、療育も教育も暮らしも就労も「地域の中で共に」を実践

し、「めげない、逃げない、ねぎらない」で頑張ってきてよかったと思いました。 

これからは親が頑張らなくても、法律が応援してくれます。親亡き後も「安心して地域で生

きる」が法律で保障されます。 

  

今までは、福祉予算は施設重視で、地域の中での居場所づくりには、必要と思う人が「汗

も流そう、お金も出そう」との心意気でないと実現できませんでした。例えば、徹之の中学

は校区外の特殊学級でしたので、地域の子どもたちとの交流のため、子供文化センターの１

室を借りて「学齢児活動キャロット」を開設しました。特殊学級や養護学校に通っている子

（「お仕事がんばります」に「結婚頑張ります」が加わって→） 

 

（徹之近影↓） 
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供たちと近所の子供たちとの触れ合いの場作りです。国語、算数、音楽、絵画、習字、工作

等無償の講師を探し、またクリスマス会、豆まきなど毎月行事を企画運営していましたが、

３年でやめました。無償の講師や支援者を長期間引き留めるのは大変で、精神的にも経済的

にも負担増になりました。今これらの活動は、児童発達支援事業や放課後等デイサービス等

として、民間企業も参入するくらい多くの税金が投入される事業になっています。当時、学

齢児の放課後や長期休暇の支援の必要性を訴えて実践しました

が３０年早かったですね。月５００円の参加費のみの収入で、

経済的希基盤のない運営は厳しかったです。また私たちは、「義

務教育卒業後の居場所つくり」が必要になり、活動をシフトせ

ざるを得ませんでした。当時トラックを１台購入して八百屋を

開業し、そしてその実績で作業所「あおぞらハウス」を立ち上げたのです。 

当時の「地域に生きる」活動には公的な支援はありませんでした。八百屋あおぞらも地域

生活支援センターあおぞらの街も、補助金や支援費など全くなかった時代から、汗もお金も

出し、「石の上にも３年」の覚悟で活動しました。福祉が制度やサービスになる迄には先駆

者の実践が不可欠でした（これらの活動は苦労に勝る充実感があり継続できました）。 

 

ところが、国中が「施設重視」から「地域福祉」となって地域に予算がつき、我々の運動

に追い風がきたと喜んだ途端、「障害児者の福祉サービスはお金になる」と営利目的の企業

等が参入し、今や障害児者を囲ってしまっている現状です。例えば特別支援学校（養護学校）

の下校時には各事業所の送迎車が何台も連なって待機しているそうで、家庭からも地域から

も障害児を隔離しているのではないかと心配です。本来の目的の「共生社会（地域に生きる）」

や「本人主体（意思決定支援や合理的配慮の人権の視点）」から乖離しているのではないで

しょうか？親子の接点が減ると、子育てのコツ（合理的配慮）は誰が考え伝えるのでしょう?  

 

左は財務省で各省庁の次官の方々にお話しした資料です。 

テーマは「働く人に育てる子育て」でした。教育の目的は、

障害のあるなしに関わらず「元気に働く大人になる」と思

うのですが、教育も福祉も障害児を「共生」どころか囲っ

てしまい、しっかり将来を見据えた「自立に向けて」の適

切な支援がなされているかどうか怪しい実情です。 

昨年１月に「障害者権利条約」が批准されましたが、大事な１２条と１９条に沿った支援

ができているでしょうか? １２条は、「法の前に等しく認められる権利」で、①人として認

められること、②他の者と平等に「法的能力」を有すること、③法的能力の行使にあたって

は必要とする支援を利用することができるなど書かれています。これは自己決定権（自分の

（↑あおぞらハウス） 
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ことは自分で決める権利）は誰においてもあたりまえに保障される権利であることの再確認

ですね。自己決定できるためには「意思決定支援」が必要です。 

１９条は、他の者と平等に、居住地を選択し、どこで誰と生活するかを

選択する機会を有すること並びに特定の居住施設で生活する義務を負わ

ない。すなわち、「住みたいところで、住みたい人と、必要とする支援を

受けて」が可能なのです。条約の言う「本人の望む暮らしぶり」を把握

するためにもまた、「意思決定支援」の視点が不可欠です。 

では、「意思決定支援」のお話をしましょう。 

自己決定に基づく個別支援には「セルフマネージメント」が適切です。しかし徹之はじめ知

的障害や発達障害の人は難しい。徹之たちは自ら主張することは苦手です。十分な情報提供

を含め必要な支援が不可欠になります（意思決定支援）。 

「意思決定支援に配慮すること」を、平成２３年７月

の「改正障害者基本法」（２３条）は国や地方公共団体

に求め、平成２４年６月に成立した「障害者総合支援

法」（４２条）では事業者にも義務付けました。 

今までの「保護・指導・訓練」から「自己決定の尊重」

となり、本人主体すなわち「施策の客体から権利の主

体」と転換したのです。 

さて、「権利の主体」となるには、親や支援者が幼児期

から「選ぶ」ことの経験を積み重ねた「意思表明支援」

を行い、自己決定できるように教えていく必要がある

と思います。「意思決定支援」については、医学書院の

「訪問看護と介護」（２５年２月号）に巻頭インタビュ

ー記事として８頁、徹之の子育て経験に基づいた「意

思決定支援」を話しています（６頁目を掲載）。 

権利条約を批准してからの福祉のキーワードは先ほ

ど説明した「合理的配慮」と、この「意思決定支援」です。昨今、福祉に参入した事業者で、

「意思決定支援」を実践できる支援者がどれくらいいるでしょうか?  

 

徹之が「働く人」になるには、親子そして地域の方々との日々のかかわりが重要でした。 

障害児と宣告された４０年前は、将来わが子が働くことなどありえない、働かせるなんて

かわいそう、どこかでのんびりと暮せる場を作ってあげようと思っていました。その彼が川

崎市職員。逃げ足は早いのに、かけっこはびり。「意思が働いている行動の時のみ、素晴ら

しい力を発揮する」と気がつき、彼の意思がどこにあるかを探ることが一番大切と思いまし

（意思決定支援掲載→） 

 

（「合理的配慮」の必要性を書いて↓） 
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た。本人主体の視点を持って「思いを知る」ことと、地域の方々の支援のもと「思いを表現

できる力を育む」こと、この２点を私の子育ての基本に据えました。追いつけないほど全力

で疾走していた幼児期と同様に、今も自分の意思が働く時は、持っている能力を最大限使っ

て、一生懸命努力をしている彼がいます。  

障害の概念の「医学モデル」（本人の問題：障害の克服に視点）で

はまったく不可能な、高校や公務員への挑戦も、信じられないほど

潜在能力を開花させて、一生懸命努力をしました。この進路を私が

希望すれば、「親のエゴ、高望み、無理強いして」と非難されること

でしょう。親も主治医も無理だと思えたこの進路を決めたのは本人

です。失敗する度に、「徹之は高校に行くんです。勉強頑張ります」と健気に一生懸命頑張

る彼の姿に、周りの皆さんが共感してくださり、支援者の先生方は、「障害が不幸に思える

のは選択肢が狭まれているから。選択肢を広げよう」と、力を貸してくれました。多くの支

援者のおかげで、徹之は、前例のない「高校生」にも「公務員」にもなれました。 

 

このように、彼が「○○したい」と自分の人生を自分で決めた、まさに

鍵は「自己決定」。そして周りは言葉は知らなくても「意思決定支援」を行

ったのです。私の子育てのモットーは「思いを育て、思いに寄り添う」で

すが、今の言葉に直すと、「思いを育ては意思形成支援」、「思いに寄り添う

は意思実現支援」でしょうか？ 特に「思いを育てる」は難しい！！ 

言葉のない、こだわりを禁止するとパニックを起こす、そんな徹之が、自

己決定できるようになったのは、彼の意志を知りたいと願い、幼い時から「選ぶ」ことをさ

せた結果だと思います。最初「言葉さえ出たら」と言葉の特訓をし、私はパニックや他害、

自傷と「問題行動」を激化させました。彼の抵抗にあい、言葉では意味がわからいないなら、

本人がわかる方法を工夫すればいいのだと考え直しました。それで、食べるもの、着るもの、

遊びに行く先等全て本人に選ばせ、彼が選んだものは必ず実行しました。経験して初めて概

念形成できます。親として大事と思ったことは、「豊富な選択肢」の提示と「失敗しても支

えてもらえる」という信頼感と自己肯定感を持たせること。この 2つを心掛けました。 

誰でも、最初から自己決定はできません。しかし適切かつ十分な支援があれば、その人な

りの自己決定はできると思います。支援者は、支援の欠如や不適切なかかわりに気づかず、

障害者が自己決定できないのはその人の障害にあると決め付けていたように思います。 

本人がわかる十分な情報提供や教育や社会経験が保障されれば、自己決定は可能となると言

えるでしょう。重度の知的障害を持つ自閉症の徹之でしたが、「思いを育てよう」と考えま

した。ただ、その思いを引き出すには、その人の特性を理解し、じっくり付き合い、信頼関

係を作り、コミュニケーションスキルを工夫する等適切な支援が必要となります。 

（市教委主催の人権講演会にて→） 

 

（読者の鈴木朗子さんのイラスト↓） 
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具体的にどのような「意思決定支援」を行ったかは、次回の通信に書きましょう。 

最後に講演会の話を少し、最近若い読者の親御さんからの講演依頼が多くなりました。 

「本を読んで元気になり、地域に生きています」とのお礼と、更に会を組織され「初めて公

開講座をするので講師に来てください」との依頼です。喜んで伺っています。この明石通信

には、6月開催の鹿児島と津での講演の様子を、前の頁に載せました。他の講演会もエピソ

ードやアンケート（感想）など資料が豊富にあり、掲載の許可もいただきましたが、紙面の

都合上、津のサークル「ぽっけ」の感想の一部のみで、他講演会は残念ながら割愛します。 

 

・強く温かい母の姿と徹之さんの明るい表情すばらしいです。大変   

感動しました。なかなか明石さん 

のように上手にはできませんが、エネルギーいっぱいになりまし   

たので、少しでも努力したいと思います。 

・ものすごくよかったです、感動で胸がいっぱいです。今日の講演会に参加できて幸せでした。 

実際の子育ての中で悪戦苦闘し未来を切り拓いてこられた明石さんの温かいお言葉の数々、胸に染みまし

た。子供にどのような視点をもち関わっていけばよいか、沢山教わることができ嬉しかったです。 

・今よりも理解されない時代に子育てをされご苦労を感じます。立派に成人されたお子さんを育てられ尊敬

します。今度は是非、徹之さんもご一緒に。更にお話聞きたいです。また来てください。 

・とてもわかりやすく実感できました。子供との関わり方に大きなヒントをいただきました。感謝です。 

・すごくよかったです。やる気がでたのとすごく気分が明るくなりました。多くの方に聞いてもらいたい。 

・保育園、小学校の頃、兄弟関係のお話は我が身と重なり思わず涙がこぼれました。息子は地域の企業に 

就労を果たし現在も理解を求め奮闘中です。「めげない、にげない、ねぎらない」を心に誓い、私もがん

ばっていこうと改めて思いました。示唆あるお話をありがとうございました。まだ詳しく聞きたいです。 

・小学校の教員。毎日試行錯誤です。夢と勇気をいただきました。保護者を誘ってまた聞きたい。（以下略） 

付録に家族の近況を。主人の話は会報「あおぞら」

にて。三鷹の孫たちは 5才、２才の可愛い盛り、

子どもの日の写真を掲載します。福岡市和白の奈

多ケア院の母（97歳）は、介護度 4 になり認知

症が進行（泣）。月１回の訪問が最近は２カ月に

１回のペースになりました（ごめんなさい）。従姉妹たち（智恵子姉と浩子姉）が、「寂し

くないように」と頻繁に訪問してくれて感謝です。上記の写真は私が５月２３日～２５日

に行った時の母との散歩の様子。ロビーには本物の美術品！右写真の後方の建物の最上階

は展望レストラン。ここで母との食事の写真は過去何度か「明石通信」に掲載しました。 

では皆様、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

（津のぽっけのお母さん方と→） 

 

（母の初ひ孫→） 

 

（母 97才↓） 

 


