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新たな年度を迎えて

社会福祉法人巣立ち会 田尾有樹子

平成１９年度は、グループホームに加えて、

３ヶ所の通所の事業（巣立ち風、巣立ち工房、

こひつじ舎）が新たに就労継続Ｂの事業所とし

て障害者自立支援法の中の事業に加わった。

紙ベースの請求からパソコンの請求へ、新しい

ビスタでは請求ができなくてウィンドウズXPを

探し回ったり、突然パソコンの不具合ですべて

の情報を再度入力しなおしたり、何故こんなと

思うようなことが続く日々であった。

移行に伴っては請求業務だけでなく、全利用者

の障害程度区分の認定、利用料の徴収、支援計画

の作成等今までにはなかった業務が多く発生し、

それらを習得するまでにはかなり大変だったが、

何とか１年が過ぎて、業務内容に少し慣れてきた

ところである。

新しいシステムへの利用者の反応はといえば、

若干の人たちが利用料の支払いに何がしかの抵抗

感を感じているようではあるが、多くの利用者は

市の独自減免や国の利用者負担の軽減もあって、

納得してくれているという印象である。私たちは

なるべく今までと大きく変わることなく、理念は

貫き、しかし利用者の収入は少しでも増えるよう

に、仕事は少しずつ増やすよう努力してきている。

同時に休み休み自分のペースを守りながらでも作

業に参加できるという、従来のスタイルも続けて

いる。利用者の数が少しずつ伸びてきていること

から考えても、こうしたサービスのニーズはまだ

まだあると考えられる。

従来からの理念ではあるが、今年度も「利用

者のニーズに沿うこと」「NO と言わないこと」「混

乱の中にチャンスあり」を信念として、事業を

展開していきたい。
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今年度は原則的には昨年度を踏襲し、地固め

の年としていきたいが、一つ新規事業として、

本年７月から指定相談支援事業所を三鷹の巣立

ち風内に立ち上げる予定で計画を進めている。

これまで当会は、地域生活支援センターを持た

なかったために、相談支援事業を制度的に行う

ことができなかった。しかし今後の精神障害者

の地域生活支援においては、ケアマネジメント

は欠かせない手法であり、それをシステムとし

て実践するのは相談支援事業であると思われる。

そのため当会でも、市からの事業委託は受けら

れないが、独自に指定相談事業所を立ち上げて、

ケアマネジメントを地域で実践していきたい。

地域のさまざまなニーズをくみ上げ、それを

サービスに結びつける業務の中で、さまざまな

新たなニーズの発見や新たな資源の必要性の認

識、そして我々自身が新しいサービスを作り上

げていくことへの意欲の喚起への期待を込めて

この事業を実践していきたいと考えるのである。

二点目として、現在の通所サービスは就労継

続支援Ｂ型のみだが、もう少し一般就労への支

援を行っていきたい。昨年度は移行にかかわる

作業で手が回らなかったというのが正直なとこ

ろだが、今年度については、こひつじ舎でもう

一ヶ所作業場を借り上げていることもあり、就

労移行支援の実績を上げていきたい。まだ人的

配置ができていないこともあって環境が十分と

はいえないが、目標の一つである。

三つ目に、これまで当会では退院促進支援に

力を入れてきたが、今年度は三鷹市も調布市も

生活福祉課に退院促進支援相談員を配置してく

れた。このことで両市と協力し、この事業をよ

りいっそう実りのあるものにしていきたいと考

えている。私たちが行ってきたことに、ようや

く行政も理解を示し、後押ししてくれる時代に

なったことを心から喜ぶとともに、未だに見通

しも無く、何年も入院している人たちに対して

新たな可能性を積極的に提示していきたいと,

切に願うものである。

第５回 巣立ち会 愛のふれあいコンサートのお知らせ

今年も「愛のふれあいコンサート」を、来る 6 月 13 日に開催致します。今回も素晴らしいゲストと

ともに、皆様へ心あたたまるひと時をお届け致します。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

日時 2008 年 6 月 13 日(金) 19:00 開演 場所 調布市文化会館たづくり くすのきホール

出演者と予定曲目 御邊典一（ピアノ）英雄ポロネーズ：ショパン

コルドバ：レクゥオーナ

アンダルシア：レクゥオーナ

スラブ舞曲より：ドヴォルザーク 共演：田邉祥子

救世軍ジャパン・スタッフバンド Ｒ.ボウズ：マーチ「ハーレスデン」

ウエールズ･メロディー、Ｈ.ギール編「広い麦畑を遠くながめ」

Ｅ.シルバーベルグ：組曲「ミラクルズ」

Ｇ.ホルスト、Ｒ.ステッドマン･アレン編：「ジュピター」

「夕焼け小焼け～夕日」 他

※その他詳細は同封のチラシをご覧ください。
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ピアアドボケイト講演会（広田和子氏を迎えて）

平成２０年２月２９日（金）三鷹産業プラザにて、三鷹市ピアサポ

ート事業の一環として広田和子さんをお招きして「ピアアドボケイト

講演会」を開催しました。

「ピアアドボケイト＝仲間の権利擁護人」という意味になりますが、

自らを「精神医療サバイバー」と称する広田さんは、「権利擁護人」

という枠にとらわれず幅広い活動を行っています。

執筆・講演活動や、厚生労働省など行政への提言といった精神障害

者の権利擁護活動のほか、自宅での電話相談活動や宿泊の場の提供も

行っており、仲間と支え合い、仲間を元気づける活動をされています。

講演会では、ご自身の体験談をはじめ、参加者へ力強いメッセージ

を送ってくださいました。

「精神疾患は、もはや国民病と言えるほど広がってきている。だから私は自己紹介でも『時代の最先

端をいっている精神障害者の広田です』と言うことにしている」とユーモアたっぷりの語りで、障がい

を持っていることを前向きにとらえ、精神障害者本人が意識しないで自分らしい生活を送ることが重要

であるということ、そして、精神障害者も一人の一人前の大人として扱われるべきであることを伝えて

くださいました。

また、『自殺したいと思ったことのある人？』と会場

に問いかけ、『自殺しないで』『死んだら遺された人が悲

しむでしょう』と強く訴えかけました。この訴えは参加

者の心に強く残ったようで、講演後のアンケートには、

「自信が持てた」「生きる希望がわいた」という感想が

多くみられました。

（会場をマイク片手に回る広田氏）

講演会の後半では、参加者から広田さんへ、また広田さんから参加者へと質問・意見交換の時間が設

けられました。マイクを向けられ緊張する参加者、積極的に手を挙げる参加者と様々でしたが、誰もが

堂々と発表しており、まるで広田さんの前向きな力が伝わったかのようでした。

広田さんの講演を聴くうち、仲間を支え

る、支えてもらうという「支え合い」には、

その大前提に「自分を大切にする」という

ことがあるのではないかと思いました。

そして、自分を大事に、前向きに生きて

いく姿勢が、周りの仲間や社会を勇気付け

ていくのだろうと思いました。 （遠藤）

《参加者の感想から》

お話とても面白く、聞きに来て良かったです。

できればまたお話を伺いたい気持ちでいます。

身勝手なことを言えば、あと 1 時間でも 2 時間

でも続けてほしかった。 （巣立ち風 江沢和秀）
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シンポジウム「精神障害者の地域生活支援」を開催しました

（午後のパネルディスカッション、左から田尾、太田氏、寺田氏、天野氏、酒井氏、山本氏）

平成２０年２月１１日（土）１０時～１７時に、調布市グリーンホール・小ホールにて、シンポジウ

ム「精神障害者の地域生活支援」を開催しました。

これは、当会が厚生労働省から委託を受けて実施した「平成１９年度精神障害者地域移行に関するモデ

ル事業」の一環として、三鷹市障がい者地域支援連絡会の主催で開催したものです。

今回のシンポジウムは、「精神障害者の地域生活支援～新体系へ移行した事業所からの報告～」をテー

マに、行政からの報告・地域で特色ある活動を展開している団体からの実践報告・講演者によるパネル

ディスカッションと３部構成で行いました。精神障害者の地域生活を様々な立場・多角的な視点から検

討し、講演者・聴講者の双方で福祉サービスの発展を図る会とすることができました。都内のみならず

全国各地からの問合せも多く、当日参加者は２２５名と、大盛況でした。地域の福祉施設職員をはじめ、

病院・行政関係者の方も多くご聴講頂き、地域・業種を越えて、このテーマへの関心の高さを実感致し

ました。

ご講演者・シンポジストとしてご協力いただいた方々は以下の通りです。

野崎伸一氏（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課課長補佐）

塩田幸雄氏（独立行政法人福祉医療機構理事）

菊本弘次氏（東京都福祉保健局障害者施策推進部参事）

山本雅章氏（調布市福祉健康部障害福祉課課長）

酒井利高氏（三鷹市健康福祉部調整担当部長）

天野聖子氏（社会福祉法人多摩棕櫚亭協会）

寺田悦子氏（NPO 法人多摩在宅支援センター円）

太田秀夫氏（社会福祉法人共生会）



２００２年４月２３日 第三種郵便物認可（毎月３回５の日発行）

２００８年５月１５日発行 ＳＳＫＷ 通巻第１３０３号

5

以上の方々に加え、当会

田尾を含めた 9 名で進行

しました。

地方自治体の現場から

は、障害者の地域移行の現

状・今後の取り組みに加え、

地域サービスのマネージ

（野崎氏） メントとネットワークの重

要性が強調されました。

実践報告では、昨年 4 月

から新体系へ移行した団

体から活動の報告が行わ

れました。自立支援法への

移行に際し、取り組んだ課

題・成功の実感など語られ

た天野氏、病院と地域との

（菊本氏） 連携の重要性と訪問看護の

活用の必要性を説いた寺田氏、利用者に還元でき

る事業所を目指していく意気込みを力強く語られ

た太田氏、それぞれの地域で展開されている特色

ある実践報告に、会場の皆様も熱心に耳を傾けて

おりました。

午後のパネルディスカ

ッションでは、大きく

2 つのテーマでディス

カッションが進められ

ました。一つが、新体

系事業に移行するにあ

たっての苦労、今まで

の活動を大事にしなが

らもステップアップに

努めたことなど、 （塩田氏）

新体系事業への移行の実際について。もう一つは、

自立支援法以外に地域で精神障害者を支える上で

必要なサービスをどのように考えるかといった各

事業所の特徴を活かした試みについてです。シン

ポジストの皆様からは、「新体系へ移行した事業所

からの報告」として現場の貴重なご意見をいただ

くことが出来ました。

ご参加下さった皆様、ご協力頂いたシンポジス

トの方々、また後援や支援を下さった関係機関の

皆様、本当にありがとうございました。（栗原）

平成１９年度 東京都退院促進コーディネート事業

平成１９年度に委託を受けて実施した「東京都

退院促進コーディネート事業」ですが、１８年度

からの継続利用者が多かったことに加えて、地域

の各病院や行政、他事業者等との協力体制も整い

つつあり、大きな成果を上げることができました。

年度内で４５名の入院患者さんからの事業利用

があり、そのうち１３名を退院まで結びつけるこ

とができました。１３名のうち、グループホーム

への退院が８名で、当会の住居支援サービスが果

たす役割も、今後ますます増大していくことが予

想されます。退院者の平均入院期間は９年２ヶ月

でした。１０年間入院せざるを得ないという状況

は、やはり変えていかなくてはなりません。

今年度に関しては、３０名の継続利用者がいた

にもかかわらず、東京都から事業委託を受けるこ

とができませんでした。都と協議の結果、継続支

援をしている対象者についてのみ、事業を継続する

ことになりました

この間、対象者や関係者の方々には多大なご心

配をおかけしました。お詫びするとともに、様々

な励ましやご協力を頂いたことについて、この場

をお借りして感謝申し上げます。
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出張講演で各地を廻っています

巣立ち会では、メンバーが施設外に出向

いて、自分自身の体験談や今の生活などに

ついて話す活動を総称して「出張講演」と

呼んでいます。

４年ほど前に、退院促進や市民啓発活動

の一環として病院や地域のコミュニティ

センターから依頼を受けて実施したのが

きっかけだったのですが、それ以降に退院

促進事業がクローズアップされてきたこ

ともあり、最近では近隣の病院はもちろん、

それ以外にも家族会や大学、そして各地か

ら様々な講演の依頼を受けるようになっ

てきています。

特に平成１９年度は、遠方からの依頼も

多く加わり、大変に多忙なスケジュールと

なりました。(右上図参照)。主に退院促進事業をテーマとした講演会だったのですが、職員による事業

紹介等に加えて、メンバーの体験談発表を一人３～５分のリレートーク形式でおこないました。

こうした出張講演に対しては「当事者の声が聞けたことが良かった。『精神科病院からの退院を特別な

ものとして考えてほしくない』という言葉に、考えさせられるものがあった。その人にとっての幸せを

一緒に考えていこうという気持ちになった。「パワー」をもらいました。･･･（新潟県講演会のアンケー

トから）」と、大変好意的な声が寄せられています。

こうした活動は、講演者であるメンバーの楽しみともなっています。仕事として依頼されて準備を整え、

各地へ出向き、講演をして帰ってくる、そのどの段階をとっても、利用者の顔はとても活き活きとして

います。特に年度の後半では、新幹線あり、飛行機あ

り、宿泊ありと、まさに小旅行気分でした。

巣立ち会では、そうした体験談発表を経験している

メンバーが１０数名ほどおり、講演会がある度にその

中から数名が手を挙げてくれるような状況です。こう

した「リレートーク形式」は、実際に実施してみると

とてもやりやすく、他団体でも容易に実施できると思

うのですが、その半面で体験談発表すなわち「自分が

何者であるか」を語ることについては、実は難しさも

あるのかもしれません。

＜平成 19 年度に都外で行われた巣立ち会の出張講演＞

6 月 川崎市精神障害者地域生活推進連合会

7 月 神奈川県精神障害者地域生活支援団体連合会

8 月 川口市ケアマネジメント連絡調整会議

9 月 愛知県精神保健福祉センター

10 月 新潟県精神保健福祉センター

11 月 京都府山城北保健所

長野県諏訪保健所

1 月 北九州市立浅野社会復帰センター

2 月 みかげ障害者地域生活支援センター（神戸市）

魚沼圏域障害者地域生活支援センター（新潟県）

3 月 岡山県保健福祉部健康対策課
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当会では職員とメンバーが一緒にピアカウンセ

リングの勉強をしたりするなど、普段から自己開示

しやすい雰囲気作りを心がけています。

体験談発表のベテランが、退院してしばらくたっ

た人に「そろそろチャレンジしてみたらどう？」と

勧めて台本を書くのを手伝ってくれたりもしてい

ます。初参加の人は施設のミーティングで予行演習

をしたりもし、そうした機会を通じて自然とオープ

ンな雰囲気が作られていると思われます。

これは会全体のピアサポートやエンパワメント

の環境作りにつながり、そのような環境をこうした （神戸での講演会後、ポートタウンで）

体験談発表の機会があることで強化しているとも考えられるのです。

聞き手にも話し手にとっても、そして会全体にもプラスの効果がある「出張講演」を、当会ではこれ

からも広く実施していきたいと考えています。依頼は断らずに対応いたします。お気軽にお問い合わせ

下さい。（長門）

厚生労働省「障害者保健福祉推進事業」のご報告

平成１９年度、当会は厚生労働省から「障害者保健福祉推進事業の研究プロジェクト」の委託を受け、

地域移行を中心とした様々な事業を行いました。前号や今号でも紹介した「研修会」や「シンポジウム」

「ネットワーク交流会」に加えて、この事業の成果として「退院促進マニュアル」「事例集」「プログラ

ムモデルの研究」という 3 冊の報告書を作成しました。

マニュアルは「やればできる退院支援」というテーマで、巣立ち会の地域移行の方法論を軸に、関係

者が読んで役に立つものになるように編集しました。また事例集も同様のテーマで、退院を阻害する要

因別に整理し、いわゆる困難事例も含めての当会の「悪戦苦闘」について、職員の思いや迷いも含め、

対応の振り返りや、今後も継続して支援していく上で大切にしていることをまとめました。プログラム

モデルに関する研究は、地域移行で成果をあげている事業所を全国から２０ヶ所選び、その実践を取材

して当会の実践と比較検討したものです。

日常業務の忙しい中でしたが、全国の地域移行事業

関係者の方々に少しでも参考になればと思い、職員一

同で協力して作成しました。その結果、読んで頂いた

方々がエンパワメントしてもらえるような内容に仕

上がったと自負しております。

これらの報告集につきましては、近いうちに当会の

ホームページにアップロードしますので、興味をもた

れた方はどうぞチェックしてみて下さい。
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こひつじ舎でお米の販売を始めました

昨年の秋に、新潟県の南魚沼市の関係者のお招

きを受けて、巣立ち会の講演会を開催しました。

その時にご縁があって話がつながり、（株）アー

スグリーン様のご協力で、今春からこひつじ舎で

南魚沼産コシヒカリの販売を始めることになり

ました。

このお米は特別栽培米（化学肥料と農薬を極力

使わない）で、しかもご注文を受けてから精米し、

直接ご注文先に翌々日宅配されるという、お米を

一番おいしく食べられる状態にこだわって販売

いたします。

「隠寮」という名前のこのお米。名前は屋号か

らつけたということで、現在の会長は４代目とい

うことです。５月末には、こひつじ舎のメンバー

と職員で現地に行き、記念の田植えを行いました。

山に囲まれた、とてもきれいなところです。

私たちが植えた田んぼです（後ろが有名な八海山）

お問い合わせ・ご注文等は、遠慮なく下記まで

ご連絡下さい。お支払方法等の詳細をお伝えいた

します。

「冷めてもおいしい」「おにぎりにするならば、

具も海苔もいらない」という特別栽培米です。

大事な方への贈り物などにも、相手を選ばずに、

喜んでいただけることを確信しております。

この機会にぜひご賞味下さい。

発行所 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-26-21

特定非営利活動法人 障害者団体定期刊行物協会

定価 50 円

編集；社会福祉法人巣立ち会

〒181-0014 東京都三鷹市野崎 2-6-6

℡ 0422-34-2761

http://sudachikai.eco.to/
sudachi-kaze@sudachikai.eco.to
広報委員会（長門・鴨志田）

編集後記

前回の続き。不惑を目指していると言ったら田尾さん

に「そんなの無理」とあっさり言われた。昔と違って今

は少なくとも 60 年は生きないと、心の平安は得られな

いそうです。つまりあと 25 年は右往左往して生きてい

くわけですか？救われねぇー、と呟いて今晩もビールと

焼き鳥に逃避。結果泥酔。ますます混迷。（長門）

南魚沼産コシヒカリ「隠寮」

２㎏ 2,200 円（税込・配送料込み）

５㎏ 5,500 円（税込・配送料込み）

こひつじ舎

(TEL･FAX 042－488-4433)


