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誰もが暮らせる地域づくりフォーラム　　2009年12月5日

誰もが暮らせる地域づくりの動向

　今年度、3回にわたりフォーラムを開催することとなりま
したが、その最終回として、今年度に見聞してきたこと、そ
んな中から少し感じたことなどをお示しすることで、この
後のシンポジウムに活かせればと思います。

様々なことを見聞してきまし
たが、やっぱり大切なことは・・・

「人」と暮らすということは?
　　　　を考えてみましょう

絵:治子さん 中畝ギャラリーより　

　　これまでのフォーラムから

☆医療的ケアとは

☆医療的ケアの経緯・・・最近ではなんだか??

☆法的・制度的に・・・「的」とは何か?

☆医師法・医業の解釈・・・

☆それよりも人間『的』には?・・・憲法。。。

☆家族以外の者が医ケアをする条件など・・・

☆地域生活における医ケアの課題（よく言われる部分）

　　看護師の配置?、実践先行?・・・

☆地域生活をするうえで必要なサービスは

　　短期入所、ケアホーム・・・ほんとに?

小野怜さんの発言から

☆気管切開から12年

　　医療の支援に支えらて・・・

☆ぷりぱの誕生によって・・・

　　だけど所属先があるとすれば・・・

☆兵庫県重症心身障害児・者を守る
　　会アンケートから

　　　入所待機者と呼ぶけれど・・・

☆現実的な思いとしての「親亡き後」

☆施設の機能、法人のはたらきとは

しぇあーど山登り倶楽部

　　　　六甲山頂にて

荒牧バラ公園にて

わーかーびぃーさんの取り組みから

☆肢体不自由児者の地域での小規模な住まいの在り方と
　　　介護体制についての調査研究で感じたこと

　　「共同住宅」という言葉　それが生まれた理由とか・・・

☆超（がつくと思う）多角事業（多機能事業者）

　　なんで、ここまでやれるのか?
または、なんでそこまでしかできんのか→何処や?とか

☆そして、「住まい」での支援の仕方/裏技＝あたりまえに?
　地域での特性　雪、広大な土地、地域格差?
　　それでも、すごい勢いで、次年度も新事業

　　

NPOあい　東京都小平市の取り組みから

☆医療的ケアの実施に普遍性を持たせる為に

　『ヘルパーと看護師による医療的ケア連帯連携システム」

☆「自分らしく」・・・

☆看護師による長時間支援

　　看護師/医療職って・・・　　

　　福祉職との違いは?

やっぱりいるね「脱・医療モデル」

☆カリスマ的?（語弊有り）な理事長さんは、親御さん・・・

　　　だから・・・

☆訪問看護の役割・・・

　　　生活看護だとか移動看護とか、介護給付看護なんて

横須賀　みなと舎　ゆう　の取り組み

☆徹底した「マン・ツー・マン」の支援

　　　質は量の中にあり!?・・・

☆スタンダードではなくっても、カタチ・スタイルの工夫・・・

☆量（人の）と時間がもたらす益・・・

☆当人主体の考えのひとつとしての「保護義務」から

☆横須賀的手法の「単独型短期入所事業」
　　　ホテルコスト、サービス不在時間の人的経費補償

☆重症心身障害者のケアホーム・・・
　　各地（と言っても多くはないが）の

　　取り組みと比較すると

　　　それぞれの地域での特性?手法
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横須賀　みなと舎さんにおける介護給付量/月
　　　　　　　　　　　　　　　　　ソレイユ川崎・江川文誠先生から拝借

はなえみ 身体介護 家事援助 通院介助 移動支援 医療的ｹｱ

男（36歳） 180時間 15時間 55時間

男（35歳） 180時間 15時間 5時間 55時間

女（37歳） 200時間 15時間 50時間 検定23名

女（33歳） 175時間 15時間 5時間 50時間

はなあかり

男（30歳） 150時間 15時間 6時間 60時間 検定23名

男（30歳） 150時間 15時間 10時間 40時間

女（35歳） 150時間 15時間 15時間 100時間

女（28歳） 150時間 15時間 6時間 70時間

ケ
ア

ホ
ー

ム 青葉園やあおば福祉会の取り組みから・・・

☆岩宮冬樹さんや酒井比呂志さんの言葉の力・・・
　　　　　　どこから（沸いてくるの）だ?
☆徹底した個別・当人への支援プラン

　　　　と、支援者としての主体性から

　　　個人総合計画　　

　　　地域自立支援（一人暮らし）による（あるいはよっての）
　　　　　　　　　　「支援の輪（ネットワーク）」

☆そして、当たり前に続く相談支援と権利擁護

☆青葉園の（他との）決定的な違いとは・・・

　　　その人の価値に基づく支援思想・・・かな?

☆本人中心の価値をつくる

共に（地域と）進める価値づくり　　　相互主体

☆ひとり一人の存在の社会的価値化・・・

☆彼女・彼ら（私らも）の、ひとり一人の存在価値・・・

　　　　それを示すことが私たち（支援者）の役割?
☆と、彼女・彼らの「はたらき」・・・

☆しかし、現実的な課題もあって

　　支援者のモチベーションの維持あるいは向上は・・・

☆あおば生活ホームに見られる???
休日はもとより平日の日中もホームに・・・

　　生活場所での医療との連携は?
　　スタッフ処遇etc・・・

大熊由紀子さんが仰ったこと

☆『変わる』　　・・・ほんとに変わる?どうすれば変わる?

☆どんなに知的なハンディキャップが重くても人は街の中　
　　のふつうの家でふつうの暮らしを味わう「権利」があり、
　　　社会はその権利を実現する「責任」がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1959年法（デンマーク）

☆ノーマライゼーションを実現するために大切なこと

☆湧き出るような、ほっとかれへん
　　　　　　　　　・・・ような、が、ボランティア

☆だけど、ほんとに言うは易しで・・・

☆『考えてやってなさ』があればよいのかも・・・
　　　　～夜中に届いた久保洋さんの言葉から～

それから尼崎、ジャム・ルガ　　ぷりぱ

☆あたりまえですが・・・の取り組みですが

☆隙間の大切さ、所属する場（のみでもないか?）があると
　　　いうこと

☆ここでも決定的な違い

　　何故できない、何故やらないのか?
　　　「人の暮らし」を支援しよう（している?）とする輩たち

☆当たり前ですが、「変わり行く人たち」
　　　だからと言って、関係は変わらない・・・筈

☆○○のAさん、Bさん、・・・なんてのは、

　　　　　　　　　　　　　　　やめましょう。。

ジャム・ルガ　と　ぷりば
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と、しぇあーど

で、少しシステム（制度等）についても考えてみた

☆次週「医療的ケアネット」のセミナーに向けての議論から

　　『短期入所』と『ケアホーム』についての私見（くにもと）

1.重心施設・病院機構の在り方をダイナミックに変えるべき
2.向かう方向は「誰もが」＝「重心といわれる方々も」「地域
移行」と言う（べき）・・・少なくとも「施設と地域を【平行】」
には!。
3.上の流れで、言われてきたことですが、地域支援システ
ム（通園はもとより居宅介護・訪問看護・短期入所・共同生
活介護等など）を積極的に展開する（させる）
4.短期入所は「単独型」を増やす・・・もちろんバックアップは
重心施設であったり病院機構、あたりまえに「かかりつけ
医」。

5.共同生活介護もしかり→重心施設・病院機構が向かう

（間違っても敷地内とかにはならないよーに）

6.「単独型短期入所」、あるいは「共同生活介護」、決して
大規模法人等でないとできないことはない。
7.6に関して言うと、その在り方は小規模多機能（と言って
も日中活動を支援する部分は必ずしも要らない・・・隙間
＝24時間の2/3を支援できるとOK、日中活動事業もで
きるにこしたことはない→されど多機能が1ヶ所というこ
とでは本末転倒、しかし一律に日中活動事業も定員10
名からとの規制緩和は必要）。
8.ばかげた短期入所の報酬単価も修正が必要（行き先に
よって単価を変えない）。共同生活介護も報酬改訂は必須。
9.されど、共同生活介護が゛先行しすぎ、例えば「共同住
宅」、あるいは「単身生活（ひとり暮らし）」の発想も無くて
はならない（ように思う）。
10.やたらと注目されそうな「医療機関」での「短期入所」
の受け入れ→しかも介護報酬に上積みして・・・そんなとこ
ろでいいのか?の発想も無いとすれば困る→数さえあれば
いい訳では無い（もちろん、無いのはもっといかんが・・・）。

11.とすれば、やはり「医療機関」に思いっきり方向転換を迫
らねばダメ→夜と昼が同一場所で不動（活動的でない）とい
うことで良い訳がない。
12.と、医療機関のみではなく、医療職（従事者）の思考（発
想）もダイナミックな転換が必要、というか、換え（変え）させ
る。
13.訪問看護の在り方の変換→「訪問」のみではなく「移動
看護」だとか、「見守り看護」とか・・・よーするに長時間（1.5
時間だとかいいつつ1時間もいないようなそれは止めて）、
ニーズに合わせたカタチ→介護給付で買えたりできるよう
に。
14.そして何より、「できる者」が、「できる限り」で「やる」こと。
15.その手立てを整える以上にそれは大切。
16.できるように整えるから、整ったらやろう!ではなくって
（それも必要でしょうが）、「今できること」をどんどん始めよ
う!と言ってみたい。

17.「地域移行」の言葉も変だ・・・。
18.施設等々も、「人材」の地域移行をもっと進めなくては
ダメです。
19.「（制度等が）整うぞ」と思わせてしまうのも悪影響、そ
んなものがなくても「やる」人間を応援すること（人口の
0.01％くらいでもいないかしら?）。

支離滅裂かも知れませんが、「こんにゃろー」と???

今こそ、魂が必要かも・・・　　

そんな根性論ではいけませんかね、、

・・・中畝さん。。。
まったりといきたいものですが・・・

絵:常雄さん

中畝ギャラリーから無断でお借りしました
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で、医療機関に行ってみた。。。

☆10月7日　謎の研究者:蜂谷隆俊さんと行った長野遠征

☆訪問先は、「独立行政法人国立病院機構東長野病院」と
「社会福祉法人信濃整肢療護園稲荷山医療福祉センター」。
　いずれも長野圏域（詳細は別紙誰もが暮らせる地域づくり見聞録 　
長野県長野障害保健福祉圏域の取り組みから参照ください）

☆新たに通園事業（B型）を開始した「病院機構」さん・・・
☆短期入所の稼働率も・・・
☆方や民間法人運営の医療センターの取り組み
☆設置場所の問題?、運営主体の問題?・・・
☆ニーズに応えるということ→送迎ひとつとっても・・・
☆ここでも「居る」待機者・・・　「ここがゴールになっている」
☆と、長野市福祉ネットの力

そして、新たな取り組みにも参加してみて（別紙資料あり）

☆10/25重い障害をもつみんなの未来を考えるつどい

　　　　若い母親たちを中心とする活動団体

☆堺市の取り組み「生活介護機能強化事業」 　

　「生活介護事業所」に看護師を配置（派遣ではない…こ
　　　こにも大事なポイントかと思えます→「派遣」や「委託　
　　　（嘱託）」という文言の実際等）するにあたって、その額　
　　　（補助基準額が500万円で、その3/4）を助成 　　　　　

☆機能強化の目的は明確に・・・

☆堺市には「重度障害者医療機関短期入所事業」という制
　　度もあり→ようするに医療機関に重症児者といわれる方々
　　の緊急的な短期入所を依頼・委託

☆だけどもさっぱり利用実績は無し・・・ほっ、としたり

そして、せんだっては、『謎の研究者:蜂谷俊隆さんと行く第
2弾　横浜～川崎～横浜～渋谷～横浜行ったり来たり遠征

☆まずは、言わずと知れた『朋」さんから・・・

　　今回は、『住まい』『暮らし』という視点から、ケアホーム
　　のみに絞ってます（というか過激スケジュールの為）

☆ここでも感じられる「どこまですんねん」な多事業

☆9つものケアホーム

☆生活費の例・・・障害者年金・特別障害者手当て・住宅手
　　当・生活保護費で総額約25万円/月の収入

　　支出は家賃（4～5万）、食費・水光熱費（約4万）、管理費・
　　通信費・消耗品費（2万5千円）、協力費（3万円）、介助　
　　料費（7万円）の合計約21万円前後/月
☆横浜には在る羨ましい補助（家賃補助1/2:上限175000円
など）

横浜市北部の社会福祉法人キャマラードでは

☆小規模作業所からの進化し重症心身障害者に対応した

　　生活介護事業所「みどりの家」　40名定員（2004年開所）

　　B型通園事業も・・・　

☆既に2ヶ所のケアホーム運営と新たに1ヶ所計画中

☆施設内やパンフレットには中畝さん夫妻の絵がいっぱい

☆生活費の内訳は・・・
　　収入　障害者基礎年金（82500円）、在宅障害者手当て　
　　（10000円）、特別障害者手当て（26440円）の合計118940
　　円/月
　　支出　家賃・水光熱費・共益費等（約60000円）、食費　　
　　（15000円）、通所施設利用負担金（約17000円）、国民健
　　康保険（1500円）、外出費用（10000円）の合計103750円

共同生活（介護）事業所　みどりスマイルホーム

おっき～い!!

広くてきれ～い!

部屋も広くて明る～い!!

して川崎、療育ネットワーク川崎　サポートセンター・ロンド

☆なんなんだ?の横浜と川崎の違い・・・

☆『マジか?』の「NPO法人には短期入所は認めない」???
☆それでも（孤軍/まさに）奮闘のロンドさん1億6千万事業

　　介護給付量も少ない中でのこの数字にもびっくり!
☆そして現れる『ケアホームをたちあげるぞ』との意気込み
　　を持ったスタッフたち　　代表:谷みどりさんの魅力

　　　自立生活を目指す人たちも去っていく川崎で・・・

☆ハンディキャップはあるけれど・・・

　　30万の家賃で、最初から15万の差

☆されども・・・

悩む彼らとロンドの今後も見てみたい
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そして、最後に萌さんへ・・・　　　西横浜

ここでも、やっぱり

　　中畝さんの絵がありました・・・

『私でよかったら、1日お留守番しましょうか?。

　吸引や注入ならできますよ』　そんなひと言からの始まり

訪問看護
居宅介護
ボランティア
療育相談

萌さんのイメージ

　　力みの無いスタンスでの柔らかな支援・・・

　　というより、気持ちの寄り添い?

☆田中千鶴子さんの言葉の数々・・・

　　「公的サービスが充実し、萌ももう解散ね!
という日が1日も早く来ることを願ってやみません」

“お母さんのほっと一息お手伝いします”

☆近所のおばちゃんが・・・
　　　そんな感覚があればいいな、と・・・

で、「障害児もいるよ　ひげのおばさん子育て日記」のこと

フェミックス　　2008年11月11日発行　
　　　　　　　　　　　　　　　1600円＋税

ほんとに楽しい本です

書評と言うか、本の紹介は、今回の資
料として同封しています冠野文さんの
文章がとてもわかりよいかと思います。

本日も15冊ご用意していますので、ぜ
ひ、手にとってご覧いただきお買い求め
ください。

売り切れても、申し込み用紙もついて
ますので・・・

ひげのおばさん宅へお邪魔しました

☆常雄さん、もう、「ひげのおばさん子育て日記」の（本の）
　　　　中の「ひげのおばさん」にそっくりでびっくり～

☆治子さん、イメージよりもずっと小柄なほんわかな方・・・

坂の上にある「中畝さんち（家）」 振り返ると凄い坂・・・ なんともほんわかな表札さん・・・

お話しをつづけるうちにどんどん「ほんわか」してくる気持ち

本の紹介をされた冠野さん（何故か最近、私ともメルトモみたいな）曰く

『常雄さんの料理は目にも美しく、もちろんおいしく、中畝　
　　さんちでご飯を食べるとシアワセな気持ちになります。』

そんなんで、私
たちも、「ひげ
のおばさんの手
料理」をいただ
きまして、「シア
ワセな気持ちに
なりました」

これが彼らの力
かな・・・と。。。

MEMO・・・


