
第 3 回 誰もが暮らせる地域づくりフォーラム 
 

 

2009 年 12 月 5日（土） 

会場：いたみホール（6F中ホール） 

【次第】 

10:15 主催者挨拶 ＮＰＯ法人地域生活を考えよーかい 

代表理事 李国本 修慈 

～今回のフォーラムの趣旨説明～ 

 

10:30 講演：『障害児もいるよ ひげのおばさん子育て日記』より 

日本画家 中畝治子さん・中畝常雄さん 

 

12:00 昼休憩 

 

13:30 報告：「”誰もが暮らせる地域づくり” をめぐる動向」 

ＮＰＯ法人地域生活を考えよーかい 李国本 修慈 

 

14:40 パネルディスカッション＋参加者を交えた意見交換 

メインテーマ「誰もが暮らせる地域となるためには?」 

～それぞれの立場から～ 

サブテーマ「誰もが地域で!」「言ってしまおう!」 

～重症心身障害といわれる方々の地域生活～ 

パネリスト 

【中畝治子さん・中畝常雄さん】 

【川村邦子さん（伊丹市肢体不自由児者父母の会）】 

【久保洋さん（青葉福祉会）】 

【杉田穏子さん（青山学院女子短期大学）】 

17:15 閉会 
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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



5

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・・・
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誰もが暮らせる地域となるためには？ ―「誰もが地域で！」「言ってしまおう！」 

あおば福祉会 久保 洋 

2009.12.5（誰もが暮らせる地域づくりフォーラム） 

1.私の仕事 

（1）私の職場のこと 

 ①生活ホーム…あおば福祉会 

  ・市の補助金制度（障害者自立支援法（厚生労働大臣川崎次郎）上の制度ではない） 

  ・重症心身障害者通所施設→通所授産施設 青葉園 その通所者の生活ホーム 

  ・通所…1 日 6 時間（9：30～15：30）・週 3～5 日 

  ・残り時間はすべて生活ホームに 

  ・一人暮らしの方の支援 

 ②ホームヘルパー事業所…NPO 西宮がすきやねん 

  ・障害者自立支援法（厚生労働大臣川崎次郎） 外出（移動介護）・ホームヘルパー（身体介護を伴う） 

（2）生活ホーム制度 

①西宮市の中核都市への移行に伴い、2008.4～、県の事業費補助がカット・新要綱に 

②2008 年度から、知的障害者が対象外に（市によると、自立支援法でグループホーム・ケアホーム制度が出来た

からだそうだ（国制度に移行させる）。身体障害者対象のグループホーム・ケアホームは自立支援法にはない。

2009.10 より身体障害のグループホーム・ケアホームがスタート・・・） 

③2007 年の西宮市障害者生活ホーム制度に、「介護」「介助」の文字がなかったため、2008 年より要綱改訂を市

に要望、2008 年度に実現 

→介護福祉士の実務経験に（2006 年度までは受理されていたが、2007 年度の受験申請でセンターから事業

の要綱に「介護」がないからダメと言われた。受験料も返って来ず。こういうのは前例主義じゃないんですね。） 

④事業費補助方式である（人件費補助ではない） 

 

2.職場を越えたつながりで 

（1）グループホームスタッフとして 

①兵庫県障害者生活支援交流会 

  ・兵庫県下の地域生活支援に関わるグループホーム等の職員の交流の場→ホームスタッフの孤立の実態 

  ・兵庫県下のグループホームを調査（1999） 

  ・グループホームとして一括りしていいか？…多様な制度と多様な形態 

②近畿グループホーム研修会（朝日新聞厚生文化事業団後援）のこと 

  ・日ごろのグチから専門職集団へ 

  ・各種研修会 生活保護（松崎喜良さん）権利擁護（青木佳史さん）第三者評価等（上田晴男さん） 

      居住福祉（早川和男さん）防災（大西一嘉さん）地域支援（北野誠一さん・三田優子さん）ら 

  ・グループホーム見学会 ホームスタッフがグループホームを見学する 

・近畿グループホーム調査（自治体制度調査と実態調査）（2001）  

③全国グループホームスタッフ・ネットワーク（朝日新聞厚生文化事業団後援）のこと 

  ・近畿・東海・西日本・東日本（朝日新聞 4 本社の地割） 

  ・全国自治体制度調査（2002）…全国の自治体のグループホーム制度 

  ・障害者のグループホームスタッフ ハンドブック 『きほんのき』 

   …ホームスタッフが集まって、支援のためのハンドブックを作ろう。 

    グループホームの支援の仕方そ
．

れ自体
．．．

は、入所施設にも、通所施設にも、どこにも落ちていない。 

   …2008 年度、『きほんのき』の改訂（既に 800 部ほど売る） 

  ・各種研修会 山田優さん（現長野県）・児島美都子さん・北野誠一さん・木間昭子さん（国セン）・後藤玲子さん・

堀田聰子さん 

 

（2）障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会のこと 

（もしや、学会誌の表紙を飾って頂いているのは・・・） 

  ①支援費制度発足前後 

   ・（2）―③の全国大会（名古屋で開催・児島美都子さん講演）の打ち上げで 

    東京で居住福祉を中心に据えたシンポをやろう→学会立ち上げへ（代表 横浜 室津しげきさん） 

    第 1 回大会（2004） 東京 テーマ 居住福祉 基調講演 早川和男さん 
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    第 2 回大会（2005） 千葉 テーマ グループホームもいろいろ（個人的には生活財調査を報告） 

    第 3 回大会（2006） 大阪 テーマ 暮らしと正義 基調講演 後藤玲子さん 

    第 4 回大会（2007） 北海道 それぞれの地元の活動など 

    第 5 回大会（2008） 長野      同 

    第 6 回大会（2009） 山形 

    第 7 回大会（2010） 東京予定（居住問題をもう一度） 

  ②「障害者自立支援」案…「自立支援」というなら、自立支援してもらおうじゃないか 

   ・グループホーム緊急生活費調査…厚生労働省の生活費の基準（6.6 万円）に抗して 

   ・消費生活調査…共同生活費と個別生活費・グループホーム特有の消費の構造と生活財の所有状況 

   ・転居調査…転居時に生活財はどうするか、転居費用は？等 

 グループホーム入居開始時点から、一人暮らしを希望する人は希。 

 グループホームで生活していくなかで、一人暮らしを希望。 

・ グループホーム（ケアホーム）は、低消費生活を強制する装置になっていないか？ 

 

3.あとは、趣味の世界・・・（資料） 

（1）グループホーム入居者消費生活調査（2005）より 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒グループホーム生活で、もっとも共同性の高いのは、ヒト＝「支援スタッフ」だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通所先食費

外食費

弁当

菓子類

コ ー ヒー等飲料

ホーム食費

個人別化

生活習慣病等へ

の対応食

家賃・地代

水光熱費

個人メーター化

居室・個人用の

家具・家電製品

居室・個人用の

家事・消耗品
共同スペース

の家具

家事用品

共同生活

共同消費

医薬品

被服

履物

小物等

外出時の費用

個人生活

個人消費

生活財・生活費の個人と共同

税・社会保険料・
サービ ス利用料負担等

Aさん

共同生活
共同消費

個人生活
個人消費

Bさん Cさん

Dさん

共同生活と個別生活のイメージ
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（2）人手不足（？） 

（または、ヒトがどんどん辞めていく＝働きつづけられない職場が、人手不足だ！といっていいかどうか？） 

同僚が特に休みたい日を申告の上、勤務の決定／（同僚の親族関係・友人関係との関係を可能な限り維持できるよ

うに）／入居者の体重を考慮して複数介助を心掛ける／ゆっくり「育ち」を待つ姿勢／Off-JT へ誘う（研修経費の計

上）／良く、話し合う。時に一緒に飲む…／事業費の確保／任意団体→NPO か、社会福祉法人へ／民主的な職場

に向けて（各人が好意と友愛と責任感を持って） ⇒雇用を安定化する…今いる人が辞めないような環境 

 

（3）しなくていい経験もあるだろう 

入居当初

から、一人

暮らしを希
望する人

入居当初

は、グ

ループ
ホーム暮

しを希望

する人

一人

暮らし

一

人

暮

し

入所

施設

在宅

同居
（出身世帯）

条
件
A

条
件
B

条
件
C

個別生活の形成

生活主体・生活経験・生活費・

生活財・権利擁護…

グループホーム

グループホーム

で個別生活

共同生活
集団生活

生活様式

・

グループホームでの個別生活形成のイメージ図

一人暮らし

になってか

らみてみる

と…

個別生活

の形成を

目指して、

支援してい

くと…

A・B・C条件っていうの

は、「できないから…」

じゃなくて、「どうやった

らできるだろうか（支え

られるだろうか？」

＝制度と

目

 

  堀田聰子さん（東大社研）報告資料より 

 「ヘルパーの定着・育成とサービス提供責任者の役割」（日本グループホーム学会勉強会、2008.7.20） 

【介護職員・訪問介護員】  

・仕事や職場の選択理由「生きがいのある仕事だと思ったから」…64.6％／仕事に対する達成感・喜び 

「利用者の笑顔」…（91.4％）+「自分自身の仕事をつうじた発見・学習や成長」…（6～7割）／働く上で

の悩み、不安、不満…良いケアをしたい意識が高いからこそ、「利用者に適切なケアができているか不安」

な者が半数近くにのぼり、これは賃金に対する不満を上回る。」／募る不満「賃金」…（32.5％）、「仕事

ぶりに対する評価がなされていないことにも要因」／「ケアに対する不満解消のためにも能力開発を求める

が、教育訓練・能力開発のあり方についても不満をもつ者が約4分の1」／離職理由「①自分・家庭の事情」

（約3割）「②職場の人間関係に不満」（約25％）「③待遇」（25～30％）／●離職の状況 ○離職率の水

準…訪問介護職員の離職率（15.0％）は全産業（常用のみ16.2％）と比較して高いわけではない ○離職率

の分布…安定する事業所とそうない事業所に二極化 ○離職者の勤続年数…離職者のうち勤続1年未満の者

が4割近く。しかし1年目は仕事が「だいたいできる」レベルに達していない ○離職率の意味すること 

●高まる人手不足感 ○訪問介護事業所の6割以上が不満感を持つ ○介護関連職種の有効求人倍率は全職

業平均よりかなり高い水準。新たな人の確保よりも今いる人の定着・育成を第一に！ 
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条件A

条件B

条件C

フィルター

条件Cフィルターから

条件Cフィルターから

見えてる部分

条件の重なりのイメージ（目から見ると…）

関係のない条件X

 
 

 

 

（4）グループホーム（ケアホーム）入居者の生活費と貧困（GH学会での調査から） 
○日本の「相対的貧困率」は、15.7％（2006年、人口比） 
厚生労働省は2009.10.20に、「相対的貧困率」を公表した。
それをまとめたものが、表 1 である。2007 年の国民生活基
礎調査（調査対象年 2006年）に基づく計算では、日本の「相
対的貧困率」は、15.7％（人口比推計）となる。では、「貧
困」の基準となった金額（「貧困線」とよぶ）をみてみると、

114万円（年額、可処分所得）となっている。単純に１ヶ月
あたりを計算すると 9.5 万円となる。表より、1997 年（調
査対象年）からの推移をみると、10.8万円から徐々に低下し
てきていることが分かる。 
○グループホーム入居者の「相対的貧困率」は、およそ

37.4％程度（2005年） 
さて、ではグループホーム入居者の収入はどうなっているだ

ろうか。少し古いが 2005年に当学会が実施した調査の再集計
をみてみよう（表 2）。さきの「相対的貧困率」の「貧困線」
を 10万円とすると、37.4％の入居者が、「相対的貧困」
ということになる。 
○生活保護基準未満のグループホーム入居者は約 6
割 
「相対的貧困」というのは「貧困」を測定する、一つ

の基準（OECD）に過ぎない。事実、EU では、所得
中央値の 50％では低すぎるとして、60％の値を採用
している。また、他にも貧困率を算出する方法として、

公的扶助基準を用いた計算方法もある。日本でいう

表1  相対的貧困率の年次推移（厚生労働省） （単位：％，万円）

調査年 1998 2001 2004 2007
調査対象年 1997 2000 2003 2006

相対的貧困率 14.6 15.3 14.9 15.7
子どもの貧困率 13.4 14.5 13.7 14.2
所得中央値* 259 240 233 228
「貧困線」* 130 120 117 114

1月あたり** 10.8 10 .0 9 .8 9 .5
資料）厚生労「相対的貧困率の公表について」2009.10.20（厚生労働省ＨＰより

注）*…所得中央値・「貧困線」については、厚生労働省へ問い合わせよる。

**…「貧困線」（1年間：1月～12月）を単純に12（月）で除したもの。

「相対的貧困率」とは、ＯＥＣＤの方法に基づき、厚生労働省が同省「国民生

活基礎調査」を元に算出したもの。なお、相対的貧困率とは、「等価可処分所
得（世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整した所得）の中央

値の半分に満たない世帯員の割合」（資料より）のこと。
表2　収入の分布（2005）

収入額 人数 ％
累積
人数

累積
％

5万円未満 27 1.1 27 1.1

5万円～10万円未満 920 36.3 947 37.4
10万円～15万円未満 911 36.0 1858 73.4
15万円～20万円未満 433 17.1 2291 90.4

20万円以上 228 9.0 2519 99.4
被保護者で収入不明 14 0.6 2533 100.0

2533 100.0

（単位：人、％）

資料）当学会「グループホーム入居者の生活費に関する緊急調

査」（2005）より、再集計。

表3　ＧＨ入居者の収入と生活保護基準 （単位：人、％）

人数 ％
うちわけ

％
1493 58.9 ―

374 14.8 ―
666 26.3 100.0

稼動収入+年金・手当では,生活保護
基準以下であるが、それ以外の収入

によって、生活保護基準を上回る
77 3.0 11.6

稼動収入+年金・手当で、生活保護基

準を上回る
524 20.7 78.7

稼動収入のみで、生活保護基準を上

回る
65 2.6 9.8

2533 126.3 ―

生活保護基準の級地毎、年齢毎、障害程度毎に保護基準を算出し、一人ひとり
の収入から家賃額を引いた金額と比較した。

資料）日本グループホーム学会生活費緊急調査（2005）より、再集計。

所得階層

生活保護基準未満

被保護者

生活保護基準以上

う

ち

わ

け
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「生活保護基準」であり、公的に「人間らしい最低限の生活」を金額にあらわしたものである。先と同じ 2005
年の当学会の調査データを用いて、グループホーム入居者の収入と生活保護基準の関係をみてみよう。 
 表 3から、生活保護基準未満のグループホーム入居者は 58.9％と、約 6割となっていたことがわかる（2005
年）。 
○数年後や人生を通した生活設計・金銭計画を実施している法人は 56.8％ 
「金銭管理の援助」「入居者の個人物資」「生活剤の購入とその支援」「日常金銭の管理」「1 ヶ月ごとの収
入と支出の管理」を行っている法人は、9割以上となっている（表 6）。つまり、「世話人」や「サビ管」は、
本当は入居者が、とても少ない収入で生活している事を、日々、「日常」、良く知っている。そして、もしか

したら、グルー

プホームは、知

らず知らずのう

ちに、少ない生

活費でやってい

けるように「管

理・支援」する

装置になってし

まっているのか

もしれない。貧

困は「ヒトゴト」

ではない。 
 

（5）グループホー

ム・ケアホームの

居住性（特殊日本的グループホーム？） 

6 畳個室+共通の居間+共用の風呂・台所・・・。これは、食寝分離を最低限規定しているにすぎない。震災の経験

から、寝室にタンス・枕元には危険なのだ。そのまま、家賃補助していいのだろうか？どのようにすれば、居住水準を

高めていけるだろうか？ 

 

（6）CH 報酬体系 

 表はケアホームの報酬単価をみ

たものである。A は告示の単価
（2009.4～）、Bは区分 2で世話人
比率 4：1の単価を 100としたとき
の告示の単価の比例関係、Cは世話
人と生活支援のそれぞれ配置基準

から入居者一人当たりの支援者数

を合算したもの、D は C の数値を
もとに区分 2で世話人比率 4：1の
支援者数を 100 としたときの入居
者一人当たりの支援者数の比例関

係、Eは Bを Dで除したものであ
る。つまり、Ｅは支援者数に対する

告示の単価がどの程度充足してい

るかを示している。表の通り、とて

もいびつな数になっている。特に区

分6では、他の区分に比べても80％
台で、支援者数（人員配置）ほどに

告示の単価が積まれていないこと

がわかる。 
 
 
 
 

表6　金銭管理に関係する業務の分担（不明を除く％）

①
管
理
者

②
サー
ビス
管理

責任
者

③
世
話
人

④
生活
支援
員

⑤
左記
以外
の法

人職
員・
施設
長等

⑥
外
部
委

託

⑦
ホー
ムヘ
ルパ

ー・ガ
イドヘ

ル
パー

⑧
親
族

⑨
その
他

40 金銭管理の援助 1.9 98.1 17.1 48.3 73.9 37.4 13.3 1.4 0.5 6.6 2.4

42 入居者の個人物資・生活財の購入とその支援 1.9 98.1 15.2 46.7 76.7 44.3 12.9 0.5 4.8 10.5 1.9

15 日常の金銭管理 6.2 93.8 16.2 39.4 71.2 34.3 6.1 3.5 0.5 4.5 3.5

16 1ヶ月ごとの収入と支出の管理 9.4 90.6 24.0 49.0 56.3 29.2 14.1 4.2 0.0 4.2 4.2

17 半年や1年など中期的な生活設計・金銭計画 29.6 70.4 24.1 66.9 45.5 24.8 9.7 3.4 0.0 4.1 4.1

18 数年後や人生を通した生活設計・金銭計画 43.2 56.8 30.8 70.1 39.3 20.5 10.3 2.6 0.0 9.4 2.6

資料）当学会編「サービス管理責任者等調査2008」（報告書『グループホームの支援態勢をどう作っていくか！』2009.3）より

（単位：％）

2.
実
施
し
て
い

る

2.実施している場合、実際に担っている者、行っている者
 （実施している法人を100とした割合）

業務の内容

1.
実
施

し
て
い
な
い

表）新たな報酬と人員配置の関係（2009.4～）

（単位：単位、人、％）

Ａ.告示の単価 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6
生活支援員 ― 9：1 6：1 4：1 2.5：1

世話人 ― 0.11 0.17 0.25 0.40
4：1 294 383 499 528 645
5：1 243 332 398 477 594
6：1 210 299 365 444 561

体験利用 324 413 479 558 675

Ｂ.告示の単価の比例関係（4：1の区分2を1.00とするとき）

4：1 100.0 130.3 169.7 179.6 219.4
5：1 82.7 112.9 135.4 162.2 202.0

6：1 71.4 101.7 124.1 151.0 190.8
体験利用 110.2 140.5 162.9 189.8 229.6

Ｃ.入居者一人あたりの支援者数 （人）

4：1 0.25 0.36 0.42 0.50 0.65
5：1 0.20 0.31 0.37 0.45 0.60
6：1 0.17 0.28 0.33 0.42 0.57

Ｄ.入居者一人あたりの支援者数の比例関係（4：1の区分2を1.00とするとき）

4：1 100.0 144.4 166.7 200.0 260.0

5：1 80.0 124.4 146.7 180.0 240.0
6：1 66.7 111.1 133.3 166.7 226.7

Ｅ.【Ｂ】／【Ｄ】（支援者数に対する告示の単価の充足状況） （％）

4：1 100.0 90.2 101.8 89.8 84.4
5：1 103.3 90.7 92.3 90.1 84.2
6：1 107.1 91.5 93.1 90.6 84.2

注）ひとまず、サビ管（29単位？）についてははっきりしないので、無視して計算した。
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（7）原題は、『コモン・ヒューマン・ニーズ』 

（8）社会福祉は民主主義だ 

民主主義とはなんだ？ということについて、僕自身の言葉では、とても言えないので、借りてきます。 

文部省著作教科書『民主主義』（1948-49）にはこう書いてあります。とても感動的で、何度読んでも、すば

らしい名文だと思います。皆様には、分かりきっていることなんだとは思うのですが・・・ 

「繰り返して言うと、民主主義は、決して単なる政治上の制度ではなくて、あらゆる人間生活の中にしみこ

んで行かなければならないところの、一つの精神なのである。それは、人間を尊重する精神であり、自己と

同様に他人の自由を重んずる気持ちであり、好意と友愛と責任感とをもって万事を貫く態度である。この精

神が人の心に広くしみわたっているところ、そこに民主主義がある。社会も民主化され、教育も民主化され、

経済も民主化される。逆に、この精神に欠けているならば、いかににぎやかに選挙が行われ、政党がビラを

まき、議会政治の形が整っても、それだけで民主主義が十分に実現されたこということはできない。だから、

本当の民主主義は、宮殿や議会の建物の中で作られるものではない。もしそれが作られるものであるとする

ならば、民主主義は人々の心の中で作られる。それを求め、それを愛し、それを生活の中に実現して行こう

とする人々の胸の中こそ、民主主義の本当の住みかである。」 

「哲学者カントは、「それが自分自身であろうと、どんな他人であろうと、人間を常に同時に目的として取

り扱うべきであり、決して、それを単なる目的のための手段のみに用いるようなことがあってはならない。」

と説いた」。 

「人間として生まれて来た以上、何人といえども、ひとりだけで生きて行けるものではない。人間はお互い

に持ちつ持たれつ世の中に生まれ、お互いのために働き、他人の勤労のおかげで不自由のない生活をするこ

とができるのである。それゆえ、みんなの住む社会をできるだけ住みよい、気持ちのいいものにして行くこ

とは、お互いの義務である。そのためには、各人がお互いの個性を認めあい、自分も他人から不当に自由を

束縛されることがないようにすると同時に、自分も他人の自由を尊重しなければならない。そうして、常に

真実を語り、真実を実行する誠意と、正義のためには断固として譲らぬ勇気と気持ちを持ちつづけなければ

ならない。社会生活における民主主義の成否は、そのようにして、社会公共の福祉のために尽くそうとする

誠意と勇気を持った人々が、多いか少ないかによって決まるのである。」 

 
（9）ところで 
それにしても、科学技術が進歩した今、この 10年をみても、どうしてこんなに「福祉機器？」は、旧態依然
としていたり、遅々として「開発」・「普及」しないのか？インフルエンザは注射（ヒポクラテスの時代は草

の茎？）。その方が、歯がゆいです。パルスオキシメーターや吸引機一つで、その調達にもめたりしてしまう

わけで。本人さんの意思伝達を援助する機械とか。 
 

「…。われわれが扶助を受ける被扶助者の権利を特に強調するのは、扶助を受ける権利が

被扶助者の人間としての尊厳を保つこと、それが卑屈な心から被扶助者を解放すること、

被扶助者を福祉事務所に対する個人的な義務感によって縛り付けないこと、そしてこれら

の諸要素のすべてが被扶助者の依存根性を生み出すことを阻止するという信念からであ

る。金銭が被扶助者の感情に対して持つ意味に関する以上のようなわれわれの理解に照し

てみると、扶助金が不十分な時には公的扶助を受ける権利の価値がその根底から覆される

ことを理解するであろう。扶助を受ける為の資格要件を充足することができた多くの扶助

者に常に彼らの必要とするものを充たすほど充分に扶助金が与えられない時、彼らは扶助

を受ける権利というよりはむしろ剥奪されているという印象を抱くであろう。多くの被扶

助者にとって剥奪されていることは屈辱を与えられていることである。…」（傍点略…引用

者） 

（シャルロット・トール著、黒木利克・村越芳男訳『生活保護の原理と技術―人間に共通な欲

求―』生活保護制度研究会、1955 年、p.84：訳の原著は、Charlotte Towle ,Common 
Human Needs, American Association of Social Workers,1952、原著初版は 1945 年：

1987 年版の訳として、小松源助訳『コモン・ヒューマン・ニーズ―社会福祉援助の基礎―』

中央法規、1990、がある） 
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毎日笑顔で≪前向きに生きる≫   

～生きている時に生きておこう～ 
川村 邦子 伊丹市肢体不自由児・者父母の会 

 
長女:理恵のこと 
昭和 58年 9月 3日生まれの 26歳。重複障害（重症心身障害）者。 
水頭症 脳原性運動機能障害。 
小学 4 年生～高校 1 年生まで、感染症による入院繰り返す（出生以後～中等部まで通算 8
年間の入院）。 
その間に IVHライン挿入し抗生剤の点滴（現在抜去）。脳脊髄液循環シャントチューブ留置。 
平成 19年に胃ろう造設。吸引機は常備。抗痙攣剤服用。 
経歴:きぼう園～伊丹養護学校～障害者デイサービスセンター（生活介護/週 5 日）、しぇあ
ーど利用（居宅介護、移動支援、訪問看護等）。 
 
☆ 当時（学齢期の頃）の理恵と私の『トライアングル生活』。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
何が何でも、学校へ通わせたい私、通いたい理恵。それから周囲の支え→病棟看護婦さ

ん、学校教諭みなさん。 
卒業後は、伊丹市デイサービスセンター利用、しえあーどとの出会い。 
「だめもと」でお願いしてみたら…。捨てたもんでもない私たちの周辺。 
2 年前、胃ろう造設…母の悩み（躊躇）、内藤 Dr の後押し、周囲の支援、理恵の気持ち
…。様々な支援と母への支援（心の）まで引き出してくれる理恵（の力…と言われたり）。 
現在 
月に 1度の往診:内藤クリニック。通院:県立塚口病院小児科・言語療法・神経内科、県立

塚口病院 
午前中点滴に通院 

伊丹養護学校 
お昼から 

自宅/夜 

後に内藤クリニックさん 



尼崎病院脳外科。 
 
 
現在の生活スケジュール 
月 自宅で過ごす。12:00～14:30 まで、しぇあーど居宅介護＋訪問介護利用で昼食・入
浴。 
火 デイサービスセンター（9:25～16:25）、センターで入浴。 
水 デイサービスセンター（9:25～16:25）、帰宅後、しぇあーど居宅介護利用で入浴。 
木 デイサービスセンター（9:25～16:25）、センターからしぇあーど移動支援＋居宅介護
利用で夕食・入浴等。 
金 デイサービスセンター（9:25～16:25）。 
土 デイサービスセンター（9:25～16:25）、センターで入浴。 
日 自宅で過ごす。 
その他、母の状況により、しぇあーど利用し日中あるいは夜間を過ごす。 
また、家庭介護/自宅介護でのストレス→様々な支援者と話が出来る事での母親の不安解
消が、理恵の安定（安心）にも繫がる。 
それでも突破的な出来事も… 
母の入院の際に（平成 18年 5月）（アキレス腱断裂） 
 
☆ 再度、訪れた理恵の『トライアングル生活』 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 月に重症心身障害児・者施設砂子療育園の日中メディカルショート利用…短期入所利
用に備えて。 

 
今後の理想（希望） 
ペグ挿入後、体調も安定し、笑顔とおしゃべりが多くなり、どの場面でも自分を出せる

朝、自宅へ「しぇあーど」 
送り出し準備等 

日中:デイサービスセンター 夕刻～夜:しぇあとーど 
夕食・入浴等 

父・祖父母・妹の

協力 



ようになってきた。 
しかし、介護する両親の高齢化と祖父母も支援が必要になってきている。 
今後、一層、ショートステイ（短期入所）の取り組み必要性を強く思います。 
それは、やっぱり、「楽しく暮らせる」「行き慣れた場所（デイサービスセンターやしぇ

あーど）での宿泊訓練（週 1～3回）であり、私（親）の年齢が 60を超えるまでに、「安心
して暮らせる」、「縛りの少ない」、「家庭的な」、「融通の効く」場所を確保すること。 
しぇあーどさんとで「ケアホーム」は叶わないか?。 
 
現在、思うこと 
今、理恵が通所しているデイサービスとショートステイを組み合わせて暮らせると、今

後「地域で生きていく」ということが実感となるのでしょうが、とかく医療的ケアが必要

な重症心身障害児・者は、親と限られた人たちのみに支えられている。 
親以外の人には、個々の者・児に慣れるまでに時間がかかり、責任の重さもある。 
信頼関係を築いていく間に支援者が辞めていかれることも多く、残念な思いも多い。 
でも、それでも、続けて諦めずに少しずつ（体調を考えながら）支援者に託すことで基

盤が出来ていくと思いたい。 
医療を常に必要とする親子は安定した暮らしが出来ない事が多いが、少しでも安定した

時に、数年先を考える「力」が必要で、それは親が戦えなくなる日が来ることも含めて、

理恵の「命」を託せるような地域となってほしいと願うばかりです。 
様々な出会いや繫がりを引き出してくれた理恵の思いと私の気持ちを言葉にしたく、今

は「毎日笑顔で」、「前向きに生きたい」と思います。 
ほんとに、もうなくなってしまうと思えた理恵の命、感謝の気持ちを忘れずに、今を大

切に暮らしていきたいと思います。 
 

     



誰もが暮らせる地域づくり見聞録                 2009/10/06-07 
長野県長野障害保健福祉圏域の取り組みから            李 国本 修慈 
 
今回は、長野へ行こう!ということで、ぼちぼち気候もよくなった 10月の初旬（しかし台
風 18号が追っかけてきました）に予定し行ってみました。 
詳しく知る訳ではないのですが、滋賀県だとか、長野県は、例えば相談支援のシステム

だとかが発達（変な言い方→機能という言い方でもいいようです）している地域だなぁと

いうイメージと、西駒郷にみられる「地域移行」を行った（行っている）地域でもあり、

北信圏域のイメージ（が相談支援というシステムの先進地といったイメージに繋がってい

るように思います…私の中で…ですが）があったり、更には、上小圏域（上田市等）にみ

られる、なんともステキな取り組みを行う法人さんがあったりと、魅力的（というか関心

を向かわせずにいられない）な地域であったり、で、ターゲット地としてみました。 
只、個人的には、北アルプスの山々に興味があったりするのですが、生憎の台風前の空

模様につき、遠目からもそういった雰囲気は得られずでした（涙…）。 
今回、私のみではなにかと足らずな見聞になってしまうということもあり、西駒郷の地

域移行の検証等に尽力された蜂谷俊隆さん（関西学院大学大学院博士課程後期課程所属）

に同行していただきました。 
6日（火）の 15時に新大阪を出発。しかし長野は遠い…と、実感で、名古屋から特急「し
なの」で約 3 時間。その間は、西駒郷の地域移行（とその後等）について、同行いただい
た蜂谷さんにお話しいただきました（西駒郷についてはここでは記載いたしません）。 
今回のターゲット（変な言い方ですが）は、地域的には「長野圏域」（長野県の健康福祉

圏域数は10、人口は全県で2,161,672人、長野圏域では562,960人/09年9月1日時点で） 

でして、これまで（の見聞録）とは、少し視線を変えてみて、いわゆる「国立療養所（国

療）」→今では、独立行政法人病院機構と、「重症心身障害児（者）施設」で行われている

「通園事業」について見聞きしようという目的です。 
何故「国療（元）」や「重心（肢体不自由児）施設」なのか?というと、このあたりはかな
り私的思いなんですが、この先、目指すべき方向・在り方として、西駒郷等（等と言って

も、その後、次々実践されているという訳でもないようなんですが）に見られる「地域移

行」を「重症心身障害」といわれる方々にも言えはしないか?、あるいは言わないか?（言う
べきじゃないのか!?）といった思いが根底にありまして、そんなこと（かなり無謀?という
か、誰も言わないこのことについて）をダイナミックに行う（と言うか、せめて並行に行

っていく→地域移行ならぬ「地域並行」みたいな、あるいは、ぐらいな…）には、やはり

「病院」だとか「施設」の力、更には、その方向性（向き方）が、「包括的に」だとか、「地

域」なんぞを語る上では重要なんではないか?という思いから、自分的にはかなりアレルギ
ーのある?双方（施設＆病院）を訪問先にしてみました。 
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」。 

まず東長野病院（独立行政法人病院機構）、いわゆる元国立療養所で、その名称に独特

のイメージを抱いてしまう私自身がいたりするのですが、やはり、外観的には広い敷地に

古い建物、かつ少し郊外といった場所にあり（と言っても長野駅から約 8.5km、車で 20分

程度の場所です）、それらしい（語弊あり申し訳ないです）建物でした。 

今回のもう少し細かな見聞目的としては、長野圏域での、現状の地域支援（在宅支援）

がどんなもんなんだろうか?ということで、重症心身障害者通園事業や短期入所、あるいは

ケアホームといったところを見聞きしたいと考えていたところ、この10月から、東長野病

院でB型通園事業が始まる（始める）ということで伺ってみました。 

まず、何故今頃（になって?）B型通園事業がたちあがったのか?というところは知りたい

ところでして、今回、ご案内いただいた相談室の S さんにお聞きすると、数年前から地域
に向けた取り組みとして「通園事業」を行いたいという意向があったのですが、様々な事

情があり、遅れ遅れとなってしまったということでした。 
このあたりに関しては、例えば行政からの要請だとか、社会情勢の流れの中で（なんと

なく）できてきたということではないということで、結構安心できる（法人の向き方＝方

向性として）回答でした。 
只、全ての病院機構がそのような方向へ向かっているということでも無いようで、それ

ぞれの方向性も一律ではないということも感じさせて頂きました（しかし、その運営形態

は全国一律といったことがあり、新たな方向に向かう、あるいは向かおうとする際のネッ

クにもなるようで、このあたりももう少しきっちりとした評価の上で、その在り方は考え

られるべきなのかなと感じられました）。 
また、HP のトップには「いよいよ始まります!」という言葉が掲載されていたり、地元
新聞に掲載されていたりと、その意気込みは伝わってくるものでした。 
しかし（何故か?）、オープン時の利用（登録）者数は 2名ということで、定員（5名）に
も満たず（それぞれの利用者さんも毎日利用するという訳ではないので、開園日も毎日で

はない）、広々としたスペースを持て余しているといった感じでした（しかし手作りの通園

室の案内板だとか、とても好感のもてる印象でした…でも、老朽化は否めない…）。 
例えば、ここいら（阪神間）で、医療機関が、こういった通園事業を開始した（する）

とすれば、もしかしたら（利用依頼が）「殺到」するのではないかしら?と思うのですが、そ
のあたりを伺うと、「送迎」の問題だとか、「位置的」な問題だとかがあるのではないかと

の評価で、このあたりも考えて（工夫して）いく部分であるかと思えました。 
また、長野市には、かなり進んだシステム（と思われる）＝「長野市障害ふくしネット」

というものが存在（長野市の自立支援協議会を兼ねているようです）し、そこによる「長

野市内の在宅で医療的ケアを要する方々の実態調査チーム」の報告書を見ると、様々な、

ご本人さんと家人の切実な思いと社会資源といわれる受け手との微妙（?）なすれ違いが炙
り出されているようにも感じました。 



上記の短期入所利用状況の評価も、この報告書を見ると理解できそうです。 
そういったことは、次に訪れた稲荷山医療福祉センターでのヒアリングの際にも感じ得

たことで、ニーズと資源が、それぞれ存在していても、その繋ぎ合わせを如何に行うのか?
だとか、如何に繋がるような手立てをどのように講じられるのかがポイントなのかなと改

めて思いました。 
また、地域と繋がりつつ経過してきた法人と、語弊があるのを承知で言うと、少し地域

と距離（感）のあった法人が取り組む同一事業についても「違い」が出てくるのだという

ことも感じました。 
午後から訪れた「稲荷山医療福祉センター」の通園事業は、1999年から A型通園事業を
行っており、その母体は前述の法人で、長野県内に、もう一箇所、諏訪圏域（人口 209,648
人/平成 18年 3月時点）にて「信濃医療福祉センター」も運営されているということでした。 
稲荷山医療福祉センターは、昭和 39 年（1959 年）に開設され（信濃整肢療護園＝肢体
不自由児施設の分園として）、その後、名称を変え、平成 10 年に地域療育等支援事業、平
成 12年には上記の通園事業を開始し、元々は「肢体不自由児施設」であったところ、平成
17 年（2005 年）に重症心身障害児施設を併設（現在、肢体不自由児施設床が 40、重症心
身障害者施設床が 30という事でした）されたということでした。 
このあたり、病院機構と比較すると、民営法人の方が、より柔軟に変化する社会情勢や

ニーズに添えていると言えそうです（と言える?のとともに、病院機構の持つ全組織一律・
均一的な枠組みを持ってすると、なかなか柔軟だとかの取り組みは難しいようです…と感

じました）。 
ここでひとつ、触れておきたいこととして、長野県は全県としてのイメージも高い感が

あるのですが、長野圏域における「長野市」は、その中でも特筆されるべきカタチを形成

してきているようです。 
そのひとつが、先にも触れました「長野市障害福祉ネット」で、平成 15年から国のモデ
ル事業として始まったネットワークは、現在「自立支援協議会」として機能しているよう

で、今回も、その中のワーキングチームによる（上記の）「医療的ケア」についての調査報

告書を拝読させていただき、その内容の濃さと実態を具体的にイメージできたものでした。 
圏域には、記しました信濃療護園さんの他、「ながの障害者生活支援協会」さんや「長野

市社会福祉事業協会」さん、「長野県社会福祉事業団」さん等があり、相談支援だとか自立

支援協議会だとかもしっかり形成されているようです（その協議会を経て、施策フォーラ

ムが開催され、実際に施策へと反映される過程があったりと、びっくり驚き＆感激的なシ

ステムです）。 
今回、病院である「東長野病院」さんを訪れて感じたのは、正直、「病院」という処が、

どの程度の「地域意識」というか、外に向いたイメージをされているか?といったことも関
心事だったのですが、ご案内いただいた S さん、院内及び機構組織等について詳しい事は
もちろんなうえに、地域であるとか医療等の課題等についても非常に明るく前向きであっ



たのも、そういった圏域（特に長野市）でのネットワークや環境による部分が少なくない

のでは?と感じました。 
さて、長野県内の通園事業をみてみると、10 ヶ所ほどあるようで、病院や入所施設、ま
たは通所授産施設が行っているようです。 

また、長野県の人口は、2,161,672人ということは先にも記しましたが、重症心身障害児・

者といわれる方々の数は、少なく見積もっても650人程（人口比0.03％として）。 

繰り返しですが、長野県の健康福祉圏域数は 10。今回訪れた長野市・千曲市等の長野圏

域の人口は約57万人。このあたり、地域差はあるとして、重症心身障害といわれる方々が

「何処で」暮らしているのかの確認はしたいと考え、わかる範囲で数字を出してみました。 

東長野病院・のぞみ病棟（3病棟）は120床、稲荷山医療福祉センターの入所数（定員）

は70床。 

その他の圏域として、小諸高原病院（病院機構）が80床（重症心身障害児・者病棟2棟

で）、松本医療センター（松本病院）にはB型通園があると聞きますが、入所は無い?。諏

訪の信濃医療福祉センター（重心及び肢体不自由児施設）は、それぞれ 60床（併せて 120

床…肢体不自由児施設は重心?）といった感じで、どこでもそうだが、「地域に居る（暮ら

している）＝施設に入所していない」重症心身障害といわれる方々は少なくない（筈）と

いえそうです（おそらく）。 

ので、重心といわれる方々の日中の活動場所がよくわからないという思いはどこの地域

にもあって、そんなことを解きほぐしたいのですが、東長野病院における通園事業には 2

名のみの利用だったり。 

只、そのあたりは、先に記した「長野市障害福祉ネット」さんの医療的ケアワーキング

チームによる調査報告書等を読み込むと決してニーズが存在しない訳ではなく、そのニー

ズをうまく資源と繋ぎあわせていくのか?といったことが課題であることが見えてきます

（まだまだ足らない社会資源であることも言えるようです）。 

更には夜の部（変な言い方）としての「短期入所」は、障害福祉圏域プランで見ると「長

野圏域」（繰り返し、長野圏域の人口は562,960人（平成18年3月時点）で、身体障害者

手帳保持者が23,608人、療育手帳所持者が3,672人、精神障害者通院患者数が5,648人と

いう）で平成21年度の見込み量が1,271人分となっていまして、160人程（以上?以下?）

いらっしゃると思われる重心といわれる方々の数も含めたそれとして、この数字はどう?と

考え、東長野病院さんにお尋ねすると、週末の利用はそれなりにあるようですが、平日は

「空き」があったりする（それでも年間のべ 594日の利用があったと聞きました）という

ことで、かたや稲荷山医療福祉センターに問うてみると、ほぼ全日満床状態といった状況

でした。 

また、長野圏域に全県の約 25％の人口比率となっているよう（松本圏域も長野圏域に次

ぐ43万都市＝ここいらでの尼崎・西宮規模）で、やはりどこにでもある地域（圏域）間格

差はあるようです。 



しかし、その格差は決して大小ということが原因ではないようで、例えば北信圏域なん

かは至って有名で、重心といわれる方々に対応したケアホームがあったり、上小圏域（人

口20万強＝伊丹市規模）でも、重心といわれる方々へ対応したケアホームやかなり進んだ

（と思われる）取り組みを行なう法人さんが活動（事業）展開されているようです。 

稲荷山医療福祉センターでは、相談室の Kさんが、ほんとに丁寧かつ温かな対応をして

いただきながら、長野圏域の状況をお伝えくださいました。 

稲荷山医療福祉センターさん、街の中にある、その手（いわゆる重心のみだけでなく、

様々なニーズのある方々に対応しようとする）の法人さんで、肢体不自由児施設でありな

がら、先にも記した重症心身障害児施設であるとか、隣接している養護学校における「医

療的ケア」についても対応をしているという、まさにスーパーマン的な取り組みでした。 

故に、例えば「短期入所」にしても、「通園事業」にしても（通園事業に関しては、登

録メンバーさんが40名程だということでした）、許容量いっぱい…といった感らしく、そ

れだけの需要集中＝トータルとして（他の事業所等も含めて）の資源の足りなさは間違い

なくあるということもお伝えいただきました。 

このあたりを見てみると、先にも記したことと同様で、繰り返しとなるのですが、日々

繋がっている場所（施設）における様々な取り組み（事業）には、なにをおいても「安心」

があり、かつ機能性としての繋がり→稲荷山医療福祉センターでは、通園（未就学児の）

事業も行い、就学（隣接の養護学校）部分との繫がりもり、通園事業も行なっているとい

うこと等から、利用が進む（集中する）といったことがいえそうです。 

只、その安心と機能的カタチが必ずしも良いものなのか?というと、そこは考えどころで

あることは言えるかと思います。 

更に社会資源を増やす、作る、利用するといった観点に立つと、またいろんなコト（お

そらく基本的な、当事者みなさんからすると充足して欲しいコトなんでしょう）が、見え

てくるように思えました。 

にしても、稲荷山福祉センターさん、もの凄くがんばっている法人さんという印象で、

強烈な施設アレルギーも反応せずでした。 

もちろん、東長野病院さんにしても、私の（よくない）イメージを払拭してくれる方向

性を感じさせていただき嬉しかったです。 

で、今回、せっかくの医療機関を立て続け…ということで、医療機関であるスタッフの

感覚を感じてみたいと思ったのは、幾らかの実例を見ていくと、重心といわれる方々の接

点としてある「医療職?」といわれる方々の意識が、その方々の行く先（将来の様々な）に

影響を与えるものであると思ったりしたからです。 

例えば、地域移行などといって施設解体（?）を行う際にも、そこに居るスタッフ（職員）

の意識変更（?…改革?）は、そんなに容易ではなかったと思いますし、ましてや医療モデ

ル的に生きてこられた（と思われる方が少なくない）医療職といわれる人種（職種ですな）

みなさんに、地域移行…ましてや医療的ケアなんぞというだけでやたらと「困難」とされ



る方々にとって、それを導いていくような意識は育つのか?、あるいは拡がるのか?、とい

ったところも感じ考えてみれればと思ったりしたものです。 

このあたりの考察が、実は最も重要ではないかと思っているのですが…。 

そう考えると、「医療的なケア」よりも、ある意味「激しく動く（心身ともに）」障害

者といわれる方々や、「ほとんど動き（心身ともに）のない」とみえる障害者といわれる

（あるいは言われない）方々の方が、支援するには大変だったりする（こともある）ので

すが、そのあたりのことも含めて、「医療モデル」「社会モデル」「本人モデル」「支援

者モデル」といったことを諸々・色々考えていかなければと思うのでした。 

結局…重心だとかといわれる方々について「地域移行」と言えるのか?言えない（言わな

い）のか?。 

言うとしても言わないとして（どうなっていくんだろうということについて）も、病院

（特に国立病院機構等）や施設（重心施設）の行方（…思想・理念?…外からのインセンテ

ィブ?）が、彼等・彼女等の、今在る生活（入所生活だったり、入院生活だったりするので

すが）に、たぶん大きな影響力を持っていると思う訳で、そこんところを考え続けていき

たいと思います。 

誰もが「地域移行」であってしかるべし、で、そこを口開かないのもおかしい…そんな

ことを思いながら遠征でしたが、両法人ともに、ステキな魂をお持ちで、嬉し喜べた一日

でした。 

この場をお借りしまして、両法人及びご案内いただいたSさん、Kさんに厚く御礼申し上

げます。 

 

以下は、同行していただいた蜂谷俊隆さんによる訪問時のメモです。 

 
 
東長野病院 
 
施設形態：重症心身障害児委託病床／重症心身障害児通園事業（Ｂ型） 
 
Ｑ１：国立病院が地域の中で、重症心身障害児者の支援について、どのように機能して

いるのか。また、病院に入院中の生活はどうなっているのか。 
Ａ：あまり良いことではないが、人間（スタッフ）の定員がが本部で基準があり、全国

でほとんど変わらない。均一化していて、高い意識があったとしても、本部で患者さん 40
人に対して看護師何名という基準が決められていて、それを超える人員の手配ができない。

多少緩和されて病院の中で経営がうまくいくとか、患者さんを上手く回していく等で多少

の運用は利くが、まだ本部の縛りはきつい。必要があるからと言っても、早急にある職種

を増やすことはできない。例えば、ＰＴと増やすとしても、患者さんが増えて、点数がこ



れだけ増えて、経営上うまくいくというようなことがクリアできないと増えない。看護師

の数は変わらないし、保育士の数も変わらない。このようなことから、病院の中で、限ら

れたスタッフの中でどうするかということが我々の悩みである。ケアの計画を立てるが、

40人に対して保育士が２名で、指導員が１名と、３人で 40人の患者さんをみている状況で
ある。到底痛いところに手が届くケアにまでにはいかない。ベットから出るのが９時半か

10時頃になる。その後、全体の活動があって、11時半頃からは昼食、午後からは個別指導
で小グループに分かれてようやく少し個別の活動ができるという状態である。看護師さん

は、呼吸器や医療ケアにあたる。看護師さんは 40人に対して、日勤で７～８人ぐらいしか
配置できない。一人で４人から５人を看ていてる状態である。それでも、かなりの看護料

だとは思うが、重心の人は自分で日常の動作が出来ないので、どうしてもフォローしなけ

ればならないところが出来ていないのが実態ある。 
Ｑ１：利用者の年齢層について 
Ａ：平均年齢は、35歳ぐらい。全国的にも同じだと思うが、昭和 45年頃に 10施設ぐら
い出来て、昭和 52年頃以降は新設されていない。長い人は 30年以上も入院している。 
Ｑ１：いわゆる入院待機の人はいるか。 
Ａ：待機の人はいる。親御さんはある程度は自分の手元で、親による介助が無理になっ

たら病院か施設へという方が多いので、年齢的には高い方がいる。後は、家庭的な問題、

医療的ケアの必要度が高い方、またNICUからの安定期に入った人が待機している。 
Ｑ１：医療的ケアが必要な方が、ＮＩＣＵから家庭に戻って来る場合、地域と一緒に暮

らしているケースはあるか。 
Ａ：あると思うが、十分把握は出来ていない。 
Ｑ１：通所事業について、開始するまでに組織内にどういった経緯があったのか。また、

地域のニーズ把握はどうであったか。 
Ａ：明らかに重心の人が、知的障害の事業所に通っている例がある。重心の人でも、受

けてくれる知的障害者施設や事業所が増えている。逆に、地域によっては重心施設の病床

が埋まっていなかったり、ショートステイでも知的障害の施設で受けている場合もある。

重心のグループホームもある。病院以外の地域の施設、事業所が頑張っていて、病院に来

てくれない地域もある。病院は頑張らないといけない。 
Ｑ１：入院されている人の障害種別について 
Ａ：神経難病は、専門医がないと難しい。確かに、自立支援法では、三障害が統一され

たが、病院としては専門医がないと医師が難しい。筋ジストロフィーについては、指定病

院で対応している。長野県では、鹿教湯病院が対応している。療養介護を受けているとこ

ろは少しずつ増えている。 
Ｑ１：通園に通っておられる人の居住地域について 
Ａ：車で 15分ぐらい。市の広報や、一般の新聞にも載ったが、問い合わせが数件という
ところで、利用につながるような問い合わせがない。 



Ｑ１：まだ、地域で社会資源を使っていくことが定着してないということか。 
Ａ：もっと地域に貢献出来るところがあると思う。地域資源が沢山あって、いろいろな

サービスが受けられるという状況ではないこともあって、在宅の人がまだ社会資源に結び

ついていない状況はあると思う。社会資源使い方に慣れていないこともあると思う。 
Ｑ１：外来の人への対応について 
Ａ：訪問看護等の対応はあるが、医師が往診することはない。診療については、オープ

ンであるが、かかりつけ医は地域の病院にかかっていると思う。 
Ｑ１：併設されている養護学校の対象者について 
Ａ：併設されている養護学校は入院患者の内、学齢児の受け入れの為の養護学校である。

地域の学齢児は、近くの長野養護学校に通っている。併設養護学校については、入院患者

の学齢児が減少すれば機能は変わってくるし、学齢児がいなくなれば必要もなくなるだろ

う。長野養護学校の進路の教員とは連絡があり、長野養護学校の卒業生の入所の相談を受

けることはある。 
Ｑ１：入院患者が地域や、自宅に戻ることはあるか。 
Ａ：ほとんどない。むしろ、ここがゴールのようになっている。特に、規定はないが、

障害者自立支援法の中で、地域移行加算が設定されたことからも、制度上はゴールではな

いと思う。その意味では、地域に戻ることが一番の目的であり、地域に戻ることを目標に

方針を立てなさいということだと思う。重症の新生児をケアするベットがないということ

は、長野県に限らず、全国的に言われている。国の調査が３年ぐらい前にあり、コーディ

ネーターをおいてマネジメントをするシステムを作りつつある。NICU は高級ホテルだと
すると、委託病院は安ホテルであるといわれ、設備や機能に格段の違いがあるという問題

点が指摘されている。NICU から安定した場合は可能かも知れないが、生活の場であるの
で人的にも設備的にも見劣りをする。ただ、病棟は生活の場になっており、現に長期間入

所し続けている人は、ある意味で健康な人である。いろんな、環境や社会的な問題で入所

しているので、できれば地域に戻れれば戻った方がいいだろう。医療的ケアが必要でない

人もいる。中間的な施設があれば、普通の暮らしも出来ると思う。そういった移行があれ

ば、空いたところにNICUからの移行も可能だろう。 
Ｑ１：看護師の確保が難しいと聞くが、職員の確保はどうか。 
Ａ：看護師の確保は大変である。募集しても確保できなくて、ある病院では医師と看護

師が集まらないので、病棟閉鎖という例も聞く。地方病院の宿命である。国立病院の場合

は、規定もあって、待遇を良くするなど競争することが出来ない。 
Ｑ２：通園事業の実情について 
Ａ：通所者が集まらなくて苦慮している。利用時間は、９時半から 15時までで、９時ま
でにお迎えに行って、15時 15分頃に送っている。 
Ｑ２：通園事業を作る経緯について 
Ａ：院長がかなり以前から、構想を持っていたが、地元行政が積極的ではなかった。全



国的にも手を挙げるところが多くて、その中で事業を取ってこれる見込みも立たなかった。

ようやく、２、３年前に実現の方向になった。 
Ｑ２：ショートステイの実施状況について 
Ａ：長野県はショートステイの取り組みが比較的遅かった。また、病院の努力にもよる。

職員の教育や設備を整えないと、手を挙げられない。現在利用している人は、ほとんどが

リピーターである。延べ日数は５９４日、１１９人である。利用を前提で把握している実

人数は、２０人ぐらい。 
Ｑ２：ショートステイ利用者の居住地域について 
Ａ：近隣が多いが、他を断られて車で１時間ぐらいかけて利用される場合もある。立地

から、平日が少なくて、土日が多い。新規の利用相談は、年に２、３ケースぐらいある。

外来受診が利用の前提となる。ショートステイの利用がされなくなった人について、ケー

スワーカーから問い合わせがあったが、なぜ利用しなくなったかということまでは把握し

ていない。サービスに対する不満や、ニーズへの不適合もあったかもしれない。 
Ｑ２：地域の相談機関や、他機関から紹介はあるか。 
Ａ：地域からの相談や紹介はある。いつも利用しているところに空きがなく、問い合わ

せが来る場合もある。ショートは拠点が少ない。 
Ｑ１：今後の地域への展開について 
Ａ：在宅支援会議を企画したり、地域に向かってという気持ちはあるが、ニーズがかみ

合わずにいる。ニーズを把握する機能がまだ弱かったり、病院が持っている機能と、在宅

生活で必要とされていることの乖離がある。 
 
 
稲荷山福祉センター 
 
施設形態：肢体不自由児施設、重症心身障害児施設の併設／重症心身障害児者通園施設

（Ａ型）／ショートステイ／障害児・知的障害者相談療育センター等 
 
Ｑ１：ショートステイの実施について 
Ａ：入所施設のリビングを仕切って使っている。以前は、居室に空きがあったが、空き

がなくなった。泊まりは３人ぐらいが限界である。日中利用まで入れると、７、８人ぐら

い。宿泊、日中ともほぼ埋まっている状態である。隣に学校がある影響（意味）は大きく

（連絡通路でつながっている）、学校が終わってそのままショートを利用し、翌日そのまま

学校へ行くといった利用が可能である。場合によっては、訓練もついでに行えることや、

普段の日常の生活を崩さずに、ショートステイが利用できるのが当センターのメリットと

なっている。 
Ｑ１：緊急時のショートステイの対応について 



Ａ：緊急時にも対応するが、これまで全く利用経験のない初めての方の場合は無理であ

る。日中利用から始まって、何回か宿泊利用をして、緊急時にも対応できるようになる。 
Ｑ１：地域のニーズと社会資源について 
Ａ：地域の状況としては、通園事業については行くところがなくて困っているという状

況だ。ただ、東長野病院で通園事業が始まっても、毎日送迎が出来ないとか、立地の事情

から利用が進んでいないようである。東長野病院は、長野市でも方向が正反対で、不便だ

という感覚がある。また、当センターの方が、特別支援学校が隣にあってなじみが深いの

かもしれない。さらに、東長野病院は人の出入りも少ないので、当センターの方が活動的

な印象もあるのかもしれない。機能が訓練から入所施設、学校まで集約されている。この

センターにつながっておけば何とかなるという、思いがあるのかもしれない。地域の資源

は、少しずつ増えているが、まだまだ小さい頃から通っているこのセンターにつながって

おきたいという気持ちはあると思う。ただ、当センターは医師が常駐しておらず、それに

対して東長野病院には医師が常駐している。東長野病院の方が、医療のケアが必要な人に

とってはメリットはあると思う。 
Ｑ１：入所施設部門の状況について 
Ａ：一生入所できる重症心身障害児施設のニーズが増えて、数年前に肢体不自由児施設

との定員比率を変更した。重心の比率をさらに増やすことも検討している。ただ、入所は

手一杯で、昼間の活動も十分ではない。肢体不自由児施設の利用者の中には、そのまま重

心施設に入所を希望される場合と、学校が終われば自宅へ戻ることを希望される場合があ

る。地域の社会資源が増えないと、入所部門の入れ替わりは進まない。 
Ｑ１：医療的ケアが必要な人の地域支援サービスについて 
Ａ：本当に使える社会資源が少ないと思う。通っていくところがないこと、いざという

時の対応がないことが深刻だと思う。知的、身体問わず、医療が必要でなくてもあらゆる

障害の人が、このセンターに集まってきてしまう状況からも、資源が不足していることは

感じる。センターとしては、医療が必要でなくても拒めない状況がある。 
Ｑ１：課題の解決に向けた連携や課題の共有化の取り組みについて 
Ａ：それぞれの資源が、キャパシティ以上に受けているが、ニーズは高まってきていて

追いつかない。ただ、機関間のネットワークはできつつあり、機関が孤立することはなく

なってきた。それでも、新しい資源を作るとしても、それまでそれぞれが関わった人を想

定してしまうので、地域全体のニーズを見渡してというわけには行かない状況もある。 
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