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李 国本 修慈さん(兵庫県伊丹市)、佐伯美佳子さん(宮城県仙台市) を迎えて

「こんな暮らしもあるんです」交流会
～障害の重い方の地域での暮らしを考える～

開催趣旨■
医療的ケアの必要性が叫ばれ始め、それでも地域での暮らしを「当たり前」として
考え、本人、家族を中心に「当たり前」の暮らしを支える。
全国でそんな実践を繰り広げ、重症心身障害の方々の暮らしを支えるお二方をお迎
えし、今後の丹後という地域での「当たり前」の暮らしを考えられる機会がほしい。
・・・そんな思いで実現したこの交流会。
いろいろな暮らしを知り、その上で、今後のわが子の「当たり前」の暮らしを考え
ていく。そんな機会を得てみませんか？

主 催 なごみの会 or 社会福祉法人よさのうみ福祉会
共 催 なごみの会 or 社会福祉法人よさのうみ福祉会
日 時 ２０１３年５月１０日(金) １０：３０～１3：００（受付１０：１５～）
場 所 障害者就業・生活支援センターこまち ２Ｆ
内 容

１０：３０～■

１０：３５～１１：2５■

兵庫県伊丹市で、医療的ケアが必要な方々の生活支援をされています。夜間の支援も含め,重症
心身障害の方々、ご家族の地域での暮らしを支える現場の第一線で活躍中。
全国津々浦々を飛び回り、「出会いの旅」と称して丹後の地に来ていただきました。
１１：３０～１１：５５■

未曾有の震災を乗り越え、それでも「当たり前」の暮らしを追求する。その理想実現のために
実践を続ける社会福祉法人つどいの家から来ていただきました。
１２：００～１３：００■

国本さんとお昼をともにして、交流しませんか？全国津々浦々の実践や、そこで出会った人
たちのこと、こぼれ話等々、オフレコ話がいっぱい！？

※午後からは、チューリップハウスで仲川幸治さん、お父さん、国本さんと吉岡管理者を交えて、
「痛快！くにさんが行く！（国本さんにお任せインタビュー）」の予定です。



「こんな暮らしもあるんです」交流会 ～障害の重い方の地域での暮らしを考える～ 

障害者就業・生活支援センターこまち 2Fに、お越しいただいたみなさまへ^-^;;。 

特定非営利活動法人地域生活を考えよーかい 有限会社しぇあーど 李 国本 修慈 

 

おはようございます!。本日は、私のような者との交流会にお越しいただきありがとうご

ざいます。貴重な時間、みなさんと楽しく過ごせればと思っています。どうぞ宜しくお願

いいたします。 

私は、兵庫県伊丹市というところ（けっこう近い?と言えば近いのでご存知でしょうか?）

からやってきました。 

今回、公益財団法人「在宅医療助成勇美記念財団」からの助成により、全国各地を訪問

させていただいている中、昨年あたりから、とっても懇意にしていただいています坂根さ

んの計らいによって、こちらへとお邪魔させていただくこととなりました。 

今日のテーマは、「こんな暮らしもあるんです」ということ、そして「障害の重い方の地

域での暮らしを考える」ということで、なんとなく難しいような感もいたしますが、私た

ちの地域での実践、というよりも、実体（あるいは実態）をお伝えさせていただきながら、

色んなことをできるだけ「おもろう（おもしろく・楽しく）」考えていければと思っていま

す。と、丹後のみなさんの「暮らしぶり」も、ぜひお聞きしてみたいと思っています。 

 とりあえず、私自身のことと、法人についてなんですが、私は 1965年生まれの蛇年（か

なりしつこいかも?です^-^）で AB型です（血液型が影響するのかどうか解りませんが多重

的人格かも?^-^;;です）。そして在日朝鮮人（国籍は韓国になります）3世ということで、や

いこしいですが「李 国本 修慈」というカタチで自らの氏名を表記しています。本名が

「李（イ）修慈（シュウジ）」、通名（このあたりの意味はご存知でしょうか?）が「国本（く

にもと）修慈（しゅうじ）」ということ（ハングルでの名はないんです）です。 

在日韓国人ということで、特に 1世や 2世の方々は、とっても生き辛い「暮らし」（まさ

に今回のテーマですね）を経験されていたりなんですが、3世である私も、けっこうな憂き

目を若き日に体験したり…ということも、今に繋がっているように思えたりしています。 

ですが、在日朝鮮人（あるいは韓国人）というよりも、「在日関西人」あるいは「在日ラ

ー星人」などと自称しています^-^;;。 

「ラー星人」って?とお思いになる方（すいません、意味不明ですね^-^）へ、ご説明しま

すと、「ラーの会」（正式名称＝重症心身障害児・者といわれる方々らと共に生きる会）と

いうのがありまして、その「ラー」（正確には「方々らと」の「ら」ですね）をとっての「ラ

ーの会」なんですが、その語源は、いわゆる「マヨラー」（マヨネーズが大好き、あるいは、

なんにでも、マヨネーズをかけちゃう、というような）の「ラー」と「重症心身障害」と

いわれる方々らを重ねて「重心ラー」という言葉（重心といわれる方々らが大好き、ある

いは離れられない、ほっとかれない、というような）が生まれたという訳です。 

そんな「ラーの会」は、これまでに全国大会を横浜、西宮とで開催し、今年度からは毎



月一回、私どものアジト（事業所ですね）にて「ミニラの会（ミニ・ラーの会）」と称して、

楽しい集まり（けっこうしっかりお勉強と情報交換なども行ってます）を開催していく予

定です。また、ML（メーリングリスト）もありまして、みなさんもよろしければ、ご入会

ください。会費はありません。特典もあまりないのですが、よろしくお願いいたします、

です^-^;。 

そして、表記の通り、現在、「特定非営利活動法人」と「営利法人」のふたつの法人で「地

域生活支援」というようなことを行っています。 

もう少し、私自身のことをお話しさせていただきますと、先に記した通りの生き難さ（就

職活動の際に何度も採用されずの経験がありまして…^-^;単なる力不足とも言えるのかも?

ですが）を経験する中、自らの母親が統合失調症（当時でいう分裂病）になりまして、「白

い蛇が見える」だとか「そこに（誰が）居る（おる）」なんてことを言い出した際に、私は、

それ（私にはどうしても見えなかった）が見たくて（正確には見えるようになりたくて、

あるいは、どうしたら見えるんだろうか?というような）仕方なかったのですが、さっぱり

見えず（見えるようにはならず）、それは何故なんだ?と、図書館などで調べてみると、どう

も「脳」の病気であることが解り、「それならお医者さんになれば見れる（解る）筈っ!」と

思ったのですが、5秒ほどで、「そりゃ無理だ」と悟り、「看護師くらいならなれるのでは（失

礼ですね、すいません）」という思いで、当時、男子学生の一期生として、西宮市医師会が

運営する学校に入学しました。そうすると、西宮市医師会ですので、西宮市の医療機関に

勤めながら就学すると、その費用（授業料）が減免されるという特典がありまして、もち

ろん、目指すべき「精神科医療機関」を望んだのですが求人が無く、結果、勤めさせてい

ただいた先が「重症心身障害児（者）施設」だったのです。 

そして、そこで見た光景というか、体験が、なんとも不思議というか、驚きを私に与え

ました。そこに暮らす方々、児童福祉法による居住施設であるのですが、多くの方々が私

よりも年上で、ここには書き記せないような処遇（?）、環境の中で、毎日暮らしていました。 

そんなことを経験しながら、その後、念願（?）の精神科医療の場でも働かせていただい

たのですが、そこで見た光景も、なんとも形容し難いモノや空気で包まれていまして（と

っても解り難くてすいません）、この国の政策（いわゆる隔離収容だとか、保護、措置とい

った）だとか、そこに居る人たち（暮らす人と働く人たち）のことが気になって仕方なか

ったのを思い出します。そんな中、神戸や大阪では、入所施設から出て、地域で暮らす方々

がいらっしゃり、その方々等のお話しを聞きながら、私の関わらせてきた方々も、同じよ

うにできないものなのか?、そんな風に思ってはいないだろろうか?と思ったものでした。 

と言っても、何ができるわけでもなく、ましてやコミュニケーションが取り難い彼女・

彼らが「出れるのか?」、あるいは「出たいのか?出たくないのか」」などと考えながら、とに

かく、なにかできまいか?と思い続けていました。 

そんな具合で、精神科病院や重心施設等で非常勤として働きながら、そういった暮らし

の場にいらっしゃる方へのガイドヘルプ等をしながら 90年代の後半にはインターネットも



普及し出し、いわゆる「レスパイト」だとか「地域生活支援」ということを「生業」とし

ている方々と出合う中、国の方向も「基礎構造改革」という言葉があちこちで聞こえ始め、

なんとなく「活動が事業（仕事）」にもなるのかな?と思ったりしたものでした。 

そして準備期間を経て、2000年 9月、兵庫県尼崎市南武庫之荘に「地域共生スペースぷ

りぱ」（以下、「ぷりぱ」と記します）を有志 3 名で設立しました。当時は介護保険制度が

開始となった年で、その春に「3年後に障害福祉サービスも利用契約制度になる」ことが決

まったことを思い出します。 

「ぷりぱ」では、1時間 1,000円で「なんでもやります」というカタチで活動を開始した

のですが、あっという間にご利用希望の方々の数が 100 名、200 名と増えていったことを

思い出します。当時、今のように「収益が上がる」ということはなかったのですが、日々、

利用していただくみなさんからの差し入れや、出入りされる様々なみなさんとの関わりの

中で、とっても裕福な気分が味わえたことも思い出されます。 

その後、2003年に支援費制度が開始となると同時に、伊丹市にも拠点を作ろうというこ

とで、「有限会社しぇあーど」（以下、「しぇあーど」と記します）と「特定非営利活動法人

地域生活を考えよーかい」（以下、「考えよーかい」と記します）を立ち上げました。2つの

法人で活動を始めた理由として、ひとつは「明らかに収益事業になる」という確信的な思

いから雇用創出も含めた法人を作りたいということ（自らが雇用に恵まれなかったので

^-^;）と、あくまでも本当の意味（これも自らが思っているだけの、^-^;;ですが…）の「非

営利活動」（対価が決して金銭額ではないような）を続けていきたいという思いからでして、

実際に、例えば 1件の「入浴介助」にご自宅へ伺うと、これまでの「1,000円/時間」が、「4,000

円/時間」になる訳ですから、当時、1 日に 5 件ほどの入浴介助をさせていただいてました

ので、明らかに「儲かる（収益が上がる）」という訳です。と、その際に考えたのは、当時

から、支援の対象とされ難かった「医療ニーズが高い」とされる方々への思いから、「訪問

看護ステーション」を立ち上げまして、3名の経験豊富（いちおーNICU経験者だとか^-^）

な看護師さんを捕まえました（笑;;）。その際の殺し文句は、次のとおりです→「月～金の

10-16時勤務で 15万っ!/月」、「そのうちしっかり（給与は）上がります」、と^-^;;。その内

訳にも、しっかり理屈がありまして、私が日に 5件の入浴介助に行くと 1日あたり 2万円

の収入で、30日換算すると 60万円、3名の看護師さんに先の金額をお支払いしても充分で

すね（^-^）。もちろん彼女らが稼いでくるお金は、がっつりプールできますので^-^;;。 

その「訪問看護ステーション」ですが、私の考えでは決して「医療的なこと」、もう少し

言うと「医療的ケア」と言われる行為・ケアを看護師が行う・担うということではなく、

ひとつは「医療・看護」という知識等を持って、ご本人とご家族を包括的に支えるという

こと、もうひとつは「非医療職者」といわれる方々への後ろ支えとしての役割を担うとい

うことでして、「こうのいけスペース」（しぇあーどの事業所、「拠点」、「アジト」等と呼ん

でいます）にいらっしゃるみなさんへの関わり（医療的ケアといわれることなども含めて）

は、その方と一緒に過ごす（居る）スタッフ（非医療職者）が行うということが、あたり



前に今も続いています。 

そんな「しぇあーど」も、当初（2003年 4月）は、伊丹市街地の 3階ビルの最上階のち

っちゃな貸事務所から始まりましたが、その年の内にはマンションの一室に移転、翌年に

は、兵庫県の震災復興事業である「コミュニティビジネス離陸応援事業」からの助成を受

け、空き店舗を拠点にし、宿泊を含めた生活支援を行ってきました。その結果、7 年目の

2010年の 9月に、現在の場所に「こうのいけスペース」が新築オープンしました。 

「こうのいけスペース」、敷地面積が 374㎡（約 113坪）の二階建てで、用地は 30年の

定期借地として 20万円/月でお借りし、建物は自己資金 1,500万円と融資額 6,500万円で出

来上がりました。融資の返済は 10年です。1年ほどかけて、設計士さんとスタッフみなさ

んとで考えた作りとなっています。 

当時のこと（2010年 9月）を思い出すと、お祝いいただいたご家族さんから「国本さん

は甲斐性あるなぁ」等と言われたりしたのですが^-^;、決してそんなことはなく、このお金、

資金も融資額も全て、ご本人みなさんの介護給付費によるものですから、ホントに（マジ

メに^-^）私の甲斐性ではなく…なんですね。そして、私はいつも思うのですが、「介護給

付費」というよりも、「所得保障費」として考えられないか?、ということです。私どもが関

わられていただく方々、あたり前に支援というものが必要であり、例えば食事を摂るだと

か、移動する、もっと言うと「息すること」等も同様でして、それらのことは、あたり前

に保障されていなければならない筈で、そう考えると…ですよね（^-^;;同意を求めてすい

ません）。更に、私どもの事業は居宅介護や移動支援等が中心でして、解り易い個別給付費

（ご本人さんへの明確な給付費）により行われてまして、例えば補助金や助成金は一切受

け取っていない訳です（寄付金もいただいておりません^-^）。よって、このスペース（建

物）は、ご本人みなさんの介護給付費＝所得保障費による「モノ」であるということをし

っかり認識したいものです。 

私たちの「アジト」（拠点）＝「こうのいけスペース」には、Hさんという青年が暮らし

ています。Hさん、数年前にお母さんが他界され、暫く（2 ヶ月程）、短期入所として、当

時の「こうのいけスペース」（マンションの一室）で私たちと暮らしている最中、当該地域

のケースワーカーさんによって、「入所手続き」がなされていたんですね。それを聞いた私

は大いに怒り（^-^;ほんとに温厚で気弱な私ですが^-^）、あたり前に「Hさんに聞くこと」

を求める訳です。H さん、重度の知的障害といわれてしまう方で、発語はありません。さ

れど、関わる方々みんなで彼の思いをしっかり聞いていくと「少なくとも、遠く知らされ

てもいない場所へ入所したいとは思っていない」というようなことが確認されていくんで

すね。ではどうするか?と、答えはなかなか見つからない?こともなく、単純に「一緒に住め

ば」いいんじゃないか?ということで、今も彼は「こうのいけスペース」で暮らしています。 

Hさんについては、ずっと以前（もう 10年程前になります）に、Hさんのお母さんから

「私が無くなったら H を託すから」と言われたことを思い出します。なんとなく、支援者

といわれる者、そういった期待される言葉をいただくと嬉しくなる、というよりも、思い



上がった気分になってしまうんですね。お母さんの子どもさんを思う気持ちは本当に共感

でき、尊く切実な思いであると思います。だけど、私は「彼を担う」、「彼を担っていい筈

は無い」、と言いますか、彼は「誰かに担われる存在ではない」ということに気付かされる

訳です。このことは、本日のテーマ「暮らし」に関わる意味あることだと思う訳です。 

さて、そんな私たちが行っている事業及び活動は、「しぇあーど」として、居宅介護（重

度訪問介護・行動援護・同行援護含む）を中心に移動支援、日中一時支援、短期入所に相

談支援、訪問看護ステーションを、「考えよーかい」として、移送サービス、自費サービス、

イベント・研修事業、研究等を行っています。 

利用者数は、約 180 名ほどで、事業所の所在地は伊丹市ですが、約半数の利用者さんが

尼崎市、西宮市、宝塚市等、他市の方です。特に障害の種別だとか程度だとか有無にも関

係なく、ご依頼に応えようと考えていますが、結果として重度重複障害といわれてしまう

方々が半数近くの数になっており、いわゆる医療的ケアが必要な方も 70名ほどいらっしゃ

います。そして、ご依頼いただくみなさんへお応えしていくことが困難な程、人材（質・

量ともに）が不足しています。 

こうのいけスペースには、Hさんと、もう一人、Rさんも暮らしていらっしゃいます。R

さんは、福山型の筋ジストロフィーといわれる疾患をお持ちで、弟くんも同様な状況の中、

数年前に弟くんの状態が悪化した際に、これ以上、お母さんに負担をかけたくないという

こと等で、こうのいけスペースに暮らすことになりました。気管切開をされており、呼吸

器ユーザーでもある彼ですが、そのことが彼の選ぶ（望む）暮らし方に影響があってはい

けませんね。実際にそのこと（医療的ケアだとか）が、彼の暮らしを妨げないように、彼

に関わる人たち（職者という以前に）が、日々彼と寝泊りを共にしています。 

H さんと R さん、お二人とも重度知的障害といわれとしまう方々で、私たちも彼らの思

いが明確に「こうだ」といえる確信を持てないことも少なくありません。ですが、彼らと

関わって解ることは、彼らの中に、彼ら自身の「思いが在る」ということで、「解らないこ

とも多いけども在る」ということ（繰り返しですいません）。なんとなく思うのは、これま

で少なくない支援者といわれる者たちが、彼らの「思い」を無いものとしてきたのではな

いだろうかということです。「暮らし」を考える際に、ぜひ、考えたいものです。 

そして、私たちの暮らす伊丹市では、彼ら２人の暮らしぶりから「重度身体障害者が、

地域で暮らすこと」を想定した検討会が立ち上がり、2012年の春には「重度身体障がい者

の地域生活のための必要な支給量は、重度訪問介護 404 時間」という提言が福祉対策審議

会に対し行われました。現在、Rさんは上記の提言（ガイドライン案）に上乗せされた 507

時間という給付費を使い、日頃から関わる人たちと過ごし暮らしています。ちなみに H さ

んは夜間（20時～翌朝 5時まで）、給付費を使わずに、こうのいけスペースで暮らしておら

れます。ここで、みなさんと考えたいことは、「こんな暮らし」について、先ずは「なんら

かの理由によって、望む暮らしが妨げられてはいけない」という基本的（権利条約にもあ

る文言ですね）なこと、そして、「暮らし方」は、制度のみによるもの（例えば重度訪問介



護等の給付費で一人暮らしをする、とか、ケアホームで暮らすというような）ではなくて

もよい（Hさんは夜間には介護給付費を使っていません）ということ、そして、何より、「ご

自身に聞く」ということが大切なんだと思います。決して、R さんや H さんが、今の暮ら

しを充分だと思っているとは思いませんし、真の気持ちは解らないものかも知れませんし、

変化するものでもあると思います。只、少なくとも「こんな暮らし方を望んではいない」（と

思われる）というようなことを強いることは間違いなくダメだということ、何よりも、と

にかく「聞く」ということで様々な「こんな暮らし」が生まれてくるものかと思います。 

私たちは、様々な「暮らし」をされている方々と関わらせてただいています。どの方に

も在る「暮らし方」、一人暮らし、二人暮し、ケアホームに共同住居、いずれも、「その人

なりに」よりも「その人らしく」でありたいものです。今回のテーマである「障害の重い

方の地域での暮らし」を考えた際、それを実現していく為に間違いなく必要なのは、資格

や知識、あるいはキャリア（職者としての）よりも、「如何に時間を共にできるか」に尽き

ると思います。そして、それは単に「支える（支援する）」ということとも少し違う（よう

な気がしています）、ご本人さんの「思い」によって動こうとする彼女・彼らの「息づかい」

や「鼓動」に添って一緒に（共に）「居る」ことかと思っています。そのことを「擦り添う」

「張り添う」、時には「引き添う」などとも言っています。 

本当に多様な方々がいらっしゃり、それぞれの方に「その人らしさ」があり、その人が

「居る（おる）」ことで、周辺が様々な影響を受けること、新たな価値観やコミュニティを

形成していくこともあることを私たちは体感してきました。単に貨幣による生産性だとか

ではく、彼らの持つ「人の心を変化させる」ほどの力こそが、今の日本の社会に見られる

「孤立」や「無縁」、あるいは「貧困」といったモノを打ち消してくれる「力」であり、私

たちにも、そういった「力」を生み出させる、まさしく生産性のある「社会的はたらき」

の実践者であるように思います。 

繰り返し、「障害の重い方の地域での暮らし」を考えた際、まだまだ、ご本人の「望み」

よりも、支援者側の「都合」が優先されていることがあります。そして、この 10数年、法

制度が整ってきたにもかかわらず、依然として「零れていく人たち」は居続けます。そし

て支援者側は、免責の為の体制づくりや、体制（法制度のみによる支援形態）に「人を嵌

め込む」ことに疑義を抱けなくなっているように思えてなりません。 

法制度が無駄である、とか必要が無いという訳ではなく、今こそ、10 数年前のように法

制度が整っていなかった頃にあったと思われる「それでもなんとか」という思いを持ちた

いものです。 

そして超重症児といわれる子どもたちとご家族も、あたりまえに「こんなステキな暮ら

し!」と言えるようにしたいものです。もちろん、それは可能なことだと思います。医療が

進歩する中、NICU から多くの子どもたちが、自宅へと帰られます。決して医療の場を自

宅に移すだけの「在宅医療」であってはいけません。そんなこんなをみなさんとじっくり

考えたいと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。 
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