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新しい年を迎えて 
巣立ち会 田尾有樹子 

様、明けましておめでとうございます。 
年は皆様にとってどんな年でしたか？ 
の中では総理大臣も次々に替わり、福祉や医療

題がどのようになっていくのかが非常に見えに

、不安定な年だったように思います。経済の変

激しく、企業が生き残っていくことの厳しさが

労働者にも影響を与え、相変わらずうつ病は増

、年間の自殺者が３万人を超えるという深刻な

が続いています。 
かしより身近なところでは、例えば市町村にお

障害福祉計画が見直され、２１年度に向けての

い計画となり、少しずつ私たちの声が反映され

ているようにも思いましたし、自立支援協議会

来て障害者福祉支援について街ぐるみで考える

は多少増えてきているような印象があります。 

少しずつ、手の付けられるところから改善はされ

てきているのでは？という楽観的な感想を持ってい

ます。 
 おかげさまで、巣立ち会の歴史の中では昨年は、

比較的穏やかな平和な年だったように思います。 
新規事業としては「野の花」という指定相談支援

事業所を立ち上げたことや、WRAPのファシリテー
ター研修を受け、WRAPのセッションを持つように
なったことなどがありますが、それ以外では巣立ち

ホーム調布第 4の部屋数を 2部屋増やしたくらいで
新しい事業の少ない年でした。 
障害者自立支援法の事業に移行して 2年目を迎え、
戸惑った請求にもずいぶん慣れてきて、今年は大き

なトラブルもなく過ごすことができました。仕事が

少なくなったわけでは決してないのですが、新しい

仕事に何とか慣れてきたという感じでしょうか。 
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私の個人的なことを言うと 4月から「今後の精神
保健医療福祉のあり方等に関する検討会」の委員を

務めさせて頂いています。初めての経験であり毎回

非常に緊張するのですが、最終的には今後５年間の

精神保健医療福祉に関するビジョンをまとめるとい

う大切な作業です。本当に気を引き締めて一生懸命

努力を続けています。 
今までの私の職業経験の中から、精神障害者への

支援や保健医療のあり方がどうしたらもっと良くな

るかということについて、いろいろな方と議論し、

勉強しながら発言させて頂いています。 
このような経験を得られることに感謝しながら、

昨年を終えることになりました。 

 

 そんな中、今年は巣立ち会にとってどんな年にな

るのでしょうか？ 
 私たちの支援の対象者は、ほとんどが統合失調症

の病歴をある程度経過された方たちです。とりわけ

私たちは、長期に病院に入院されてきた方たちの地

域移行を積極的に行ってきました。もっともっと、

病院の中には社会の条件が整えば退院できる方たち

が一杯います。これはこの事業を通じての強い実感

でもあります。まだまだ地域移行、すなわち病院か

ら引っ張り出す手を緩めるわけにはいかないという

ことは、私たち巣立ち会の共通の思いです。 
 しかし、私たちのサービスを必要としている人た

ちは他にも大勢いるというのも私の考えです。その

一つ、１００万人と言われているうつ病の方たちに

対して、地域で生活していくうえでの支援体制は、

いま現在ではほとんどありません。この度、私たち

はうつ病の方たちを対象にした福祉サービスを開始

する予定です。まだ手探りですが、多くのニーズが

あるのではないかと予測しています。 

また、今までは統合失調症でも慢性化してからの

支援が多かったように思います。しかし私の少ない

経験からでも、発症したその時こそ、家族を含めて

多くの支援を必要としています。初期の治療や支援

のあり方で、その後の経過を大きく変えることにも

なります。早期の介入や支援により、その後の入院

を大きく減らせるというデータもあるのです。 
初発の人にサービスを届けるにはどうしたらいい

か。今までは３次予防のみを行ってきたのですが、

これからは１次予防も行っていきたいということで

す。これもまだまだ手探りの事業になります。でも

チャレンジできるチャンスがあるのなら是非トライ

してみたいと思うのです。 
加えて、昨年新しく立ち上げた指定相談支援事業

所「野の花」も、いろいろな点から期待されている

事業です。相談支援事業はこれからの障害者支援の

中でも中核を占めていかなければならない事業です。

今まで当会にはありませんでしたが、これで地域の

方たちのさまざまな問題に、事業所としてかかわる

土壌が出来たわけです。この事業を発展させていく

ための努力をしていきたいと思っております。 

ニーズのあるところにこそ、私たちの居場所があ

るというのが、当会の歩んできた道のりでもありま

した。一人でも多くの人のニーズに手が届くように、

私たちは少し対象を広げてサービスを考えていこう

というのが今年の目標でもあります。 
いつでも進化し続けていく巣立ち会でありたいと

思うのです。今年も皆様のご助言やご協力が頂けま

すように、どうぞよろしくお願いいたします。 
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うつ病を対象にした地域サービスを開始します 

うつ病の現状 

巻頭でお伝えした通り、当会ではうつ病の方々

を対象にした地域福祉サービスを開始します。 

 近年うつ病は、高ストレス社会や不景気による

リストラ、自殺の増加などとも関係付けられて、

マスコミの報道にのることも少なくありません。

芸能人がうつ病の闘病記を発表する等、社会的な

関心を呼ぶようになってきました。誰でもかかり

うる病気だという理解も広がり、「うつ病は心の

風邪」というキャッチフレーズを耳にすることも

多くなってきました。 

 

その一方で、うつ病は統合失調症と並んで精神

疾患の代表的な病気として考えられてきたにも

かかわらず「統合失調症は重症化することが多く

それに比べてうつ病は治りやすい病気である」と

いった捉え方が専門家にもあります。しかし実は

医学的にも未解明な点が多いと言われています。 

 その上、うつ病は病気としての側面のほかに、

再発のしやすさや、職業生活・家庭生活へ与える

影響が大きいことなど、障害としての側面も多く

あります。通院して薬を飲むだけでは充分に良く

ならない人が少なからずいるといったデータも

あり、病院やクリニック等の医療機関以外にも、

リハビリテーションやソーシャルサポートとい

った支援を得られる施設が、地域のなかに必要で

あることがわかってきました。しかしそういった

施設は、一部の障害者職業センターや精神保健福

祉センターで取り組まれているにすぎず、１００

万人を超えるといわれているうつ病の患者数に

比べて、圧倒的に少ないのが現状です。 

サービスの概要 

そこで当会は、障害者自立支援法の障害福祉サ

ービスの一つとして事業を開始します。 

対象者は、うつ病で就労を希望している方です。

当面は週３回を開所日として、リラクゼーション

やレクリエーション、パソコンやグループ活動、

体力・集中力の回復を目的とした軽い運動や作業

などのプログラムを準備します。 

 その中から希望に合わせて組み合わせ、また要

望に応じて個人面接も行います。生活のリズムを

整えたり、集団活動へのつながりを取り戻したり、

休養と活動のバランスを回復しセルフケアの力

をつけたりと、その人のニーズに応じたスケジュ

ールとなるように、プログラムを作成します。 

プログラムは原則６ヶ月間ですが、個々人に合わ

せたペースで進めていきます。 

その他の詳細や利用のお問い合わせなど、どう

ぞ下記までお気軽にお問い合わせ下さい。 

うつ病専門復職支援施設「ルポゼ」（仮称） 

所在地  調布市菊野台１－１９－１５ 
Tel,Fax  ０４２－４８８－４４３６ 
開所日 毎週月・水・金曜日（週３日） 

９時～１５時３０分 
担当 長門・富田 
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研修会を実施しました 

                           
 １１月から１２月にかけて、研修会を３回実施

しました。支援者の資質向上を大きな目的としな

がら、それぞれテーマを変えて、多くの専門職の

方々のご参加を頂きました。 

 第１回はヘネシー澄子氏を講師に迎え、６６名

のご参加で、「自分のボタン（弱み）を知って、感

情をコントロールする方法と演習～人格障害者の

支援のために～」というテーマで実施しました。

支援者が自分の内面について考え学ぶことに着目

し、ご自身のこれまで培ってこられた経験のエッ

センスをふまえた講義内容に、学び多い貴重な研

修の場となりました。 

内容としては、 

①不安や怒り、恐怖など感情の起こる脳の仕組み 

②参加者それぞれの「人生脚本」の作成 

③「感情描写のためのモデル」の解説 

④グループワークでの討議（自分はどのような出

来事に対して感情反応が起こりやすく、その状況

になったときの解決方法は何かを話し合った） 

参加者からは「自分を守ることについて学んだ」

「自分だけに非があるのではなく、それを越える

方法があるということを教えてくださって感謝で

した」等の感想を頂きました。 

 

（右端が福山氏） 

第２回は福山和女氏をお招きし、障害者支援に

おける支援者へのスーパービジョン（以下、SV）
について、管理者や指導者の立場にある者が現場

でどのように SV を進めていくのかについて考え
ました。参加者は５１名でした。 

SVの種類として、個人 SVと、グループ SV、
ライブ SV、セルフ SV、ピア SV、ユニット SVの
６つが提示され、多くの参加者が初めて聞くもの

も少なくありませんでしたが、グループでのロー

ルプレイを交えながら一つ一つ説明がありました。 
多くの参加者が、SVというと一定以上の時間を

とって行われるものと考えていたところ、業務日

誌を書きながらもセルフ SV が出来る、７秒から
でも SV であるという説明もあり、業務に忙殺さ
れる現場の職員にとって「私たちの日常の業務行

動すべてが専門的技術である」という説明は、自

信と勇気を与えられるものでした。 
加えて氏が実際に関わった事例の検討を通じて、

支援することは現在抱えている問題のみを分析す

るのではなく、その方のそれまでの人生を振り返

り、様々な角度から立体的に理解を進めていくこ

とが必要であることも、多くの共感を持って受け

止められていました。 
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第３回は大橋謙策氏をお迎えし、調布市社会福祉士会との共催で７０

名の参加がありました。「地域自立生活を支える専門職の連携について」

という題で、近年の劇的な社会の変化に応じてソーシャルワーク自体を

どう変えていくべきかを、豊富な知識や実例と共にご説明頂きました。 
①これまでの「個人を対象とした制度の枠内でのサービスの組み合わせ」

から「家族含め生活全体を考えた自己実現型のケアマネジメント」へ 

②物質的・金銭的な「消極的社会事業」から、公民館で行われているよ

うな文化的・エンパワメントアプローチ的「積極的社会事業」へ 

③従来の行政責任型「救貧思想」ではなく、行政が納得するような経済

効果を持つ、いわば「福祉で街づくり」への発想の転換 

などが語られました。会場もその熱を受け止めて、皆が大きくうなずいている場面が多くありました。 

 今回の研修会では、講師の方々はどの方も大変に多忙なスケジュールの中でご協力を頂きました。 

ご三方にあらためて感謝申し上げると共に、このような研修会を今後も継続していきたいと考えており

ます。どうぞご期待下さい。 

シンポジウム「精神障害者の地域生活移行支援」のお知らせ 

 昨年・一昨年に引き続き、当会も加わっている三鷹市精神障害者地域支援連絡会主催のシンポジ

ウムが開催されます。 

今回は副題を「この街で暮らしたい～精神障害者を地域で支えるためには」として、行政の最新の情

報や様々な現場のアイデア等を組み合わせながら、退院促進や地域生活支援といった「古くて新しい

テーマ」を掘り下げていきます。 

参加費は無料です。大勢の関係者の皆様のご参加をお待ちしております。 

 

日時：  平成 21 年 2 月 21 日（土） 10 時～17 時 

会場：  三鷹産業プラザ 7 階会議室（東京都三鷹市下連雀 3-38-4、JR 三鷹駅南口より徒歩 7分） 

講演者・報告者： 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部(調整中) 

野津眞氏（東京都立多摩総合精神保健福祉センター所長） 

木住野一信氏（三鷹市健康福祉部地域福祉課長） 

森徹雄氏（社会福祉法人四季の里・三重県） 

中本明子氏とピアサポーター（NPO 法人ソーシャルハウスさかい・大阪府） 

社会福祉法人巣立ち会から 事業説明とメンバーのリレートーク 

小泉裕子氏（三鷹市健康福祉部生活福祉課・退院促進支援相談員） 

＊プログラムや申込方法などの詳細は、同封のチラシ等をご覧ください。 
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秋の一泊旅行 

＜巣立ち風・巣立ち工房合同草津一泊旅行＞ 

 １１月に一泊旅行に行って参りました。 

場所は、草津温泉。例年に比べ、時期が遅かった

ために、寒さが懸念されました。しかし、２日とも

快晴で気温も高く、絶好の旅行日和となりました。 

1 日目のバスの中では、鼻歌曲当てゲームを開催し

ました。その後急遽やることになったしりとりで盛

り上がりが最高潮となった後は、素晴らしい紅葉が

広がる渓谷に一同言葉を失いました。 

そして伊香保に到着。「伊香保時代屋」で釜飯を

堪能したあと、「おもちゃと人形自動車博物館」へ。

キューピーの色づけは個性が突出する作業でした。 

（手に持っているのがキューピー人形） 

キューピーに後ろ髪をひかれながら、「ホテル桜

井」に到着。とても豪華絢爛な新館の広いお部屋で

美味な温泉饅頭を食べながらくつろぎ、

かけ流し温泉に各自入りました。 

 湯あたりするスタッフが出つつも、皆

草津温泉を堪能し、宴会・カラオケに直

行。温泉とお酒で皆赤い顔をさせながら

食べて歌いました。 

宴会お開き後は自由時間。気持ちよく

休まれた人、眠れぬ夜を過ごした人それ

ぞれでした。 

 

２日目は、原田農園に向かいました。まずしゃぶ

しゃぶ定食をたいらげ、りんご狩りへ。ヒーヒー言

いながらなんとかりんごを食べました。 

膨らみきったおなかを抱えて、次に向かったのは

元祖カリカリ梅を生産している赤城フーズ。カリカ

リ梅の袋詰めを見学することは出来なかったものの、

お土産を買ったり、漬物の試食をしたり、くじで 2

等賞を当てて漬物盛り合わせを持ち帰ったりと地味

ながら楽しめました。 

 差し入れのみかんを食べながら、バスは三鷹に無

事到着。各自疲れた中でも笑顔で帰宅しました。 

今回の旅行は参加人数が少なく、はじめは福祉バ

スを借りることが出来るかどうかも危ぶまれてい

ましたが、人数が少ない分濃密な時間を共に過ごす

ことが出来ました。来年は、もっとおもしろハプニ

ングが続出の旅行にしたいです。   （藤田） 

相談支援事業「野の花」始まりました 

平成２０年７月より事業を開始しています。 
精神科に通院している方を対象に、 

どんなサービスを、どこに行けば利用できる?? 
などのご相談を承ります。 

今まで、福祉サービスを利用したことがない方など、 
どうぞご連絡下さい。 
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＜こひつじ舎＞ 
毎年秋に行うこひつじ舎旅行。今年は少し遅れ

て１１月の開催になりました。  
 箱根・伊豆方面の１泊２日の楽しいバス旅行。

１日目は箱根・大涌谷で黒たまごを食し、ロープ

ウェイ乗車！その後は海賊船で湖を横断！ 
 2日目は伊豆・「シャボテン公園」で動植物と戯
れたり、みかん狩りへ行ったり… 
 その他にも夜の宴会での美味しい料理、楽しいカ

ラオケと日頃の作業の疲れを癒しました☆★ 

 あっと言う間に終わってしまった旅行でしたが、

楽しい思い出いっぱいです！ 
また明日から皆で仕事 頑張るぞ！（渡邊） 

 

民生委員との交流会を実施しました 

１２月１９日（金）の午後に、当会初の試みと

して三鷹・調布市の民生委員の方々をお呼びし、

施設見学・交流会を行ないました。 

当初は、当会の通所施設やグループホームが所

在する地区の方々のみに呼びかける予定でした

が、三鷹市民生委員障害福祉部会の部会長様から

「ぜひ見学したい」と力強いお言葉を頂いたこと

もあり、総勢で１９名の民生委員の方と、今回の

見学先でもある巣立ちホーム調布第５の大家さ

んにも参加して頂きました。 

この会では、当会の活動内容の説明に加えて、

登録している精神障害者が日中に通っている場

所とはどのようなところで、どのような仕事をし

ていて、どんな様子で働いているのかという姿を

見て頂きました。

 

施設を見て頂いた後、意見交換の場を持ちま

した。「皆明るいし、生活を楽しんでいる感じ。

作業場で寝ている人もいるけれど、それはそれで

皆淡々と仕事が出来る雰囲気が素晴らしい」等の

ご意見を頂き、大家さんからも「一緒に住んでい

ると、朝自分たちの出勤時に声をかけてくれる。

時々『あれ？』と思うことも確かにあるけれど、

こちらが声をかけることで、メンバーもはっと気

付いてくれることがある」と補足も頂きました。 

今までは、地区の民生委員の方と触れ合う機会

があまりありませんでした。今回初めてこのよう

な会を開催しましたが、参加者の皆様がとても熱

心に見学して下さり、当会を理解して頂く良い機

会となりました。 

地域で生活するということは、先ずは「自分の

地域を知る」ということだと考えています。今ま

で関係がなかなかとれずにいた民生委員の方々

と、これを機に今後も良い連携を取っていきたい

と考えております。 

この場を借りて、お忙しいなか当会の見学会に

足を運んで頂いた民生委員の方々に、厚く御礼申

し上げます。       （星山） 
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ピアサポート事業（三鷹市精神障がい者地域自立支援事業）から

これまでも度々ご報告してきた「三鷹市精神障がい者地域自

立支援事業（ピアサポート事業）」ですが、担当者がこれまでの

３年間を担当してきた長門から、昨年より小林に代わりました。 
昨年にも「第７回ピアカウンセリング講座」、「WRAP（元気
回復行動プラン）ファシリテーター養成講座」、「セルフヘルプ

グループ育成講座」を開催してまいりました。 
これらの事業の担い手は、職員は小林だけで、あとは全員が

当事者です。事業開始当初から参加しているメンバーもいれば、

次の目標を見つけて離れていった人も、今年度から事業の担い

手に加わってくれた人もいます。 
いくつかのイベントを通じて、参加メンバーの考え方が正直

かつ素直に語られる場面に、とてもよく出会います。そんな当

事者が語ることができる場所や時間を、地域にもっと増やして

いく必要があるのではないでしょうか。参加メンバーのかもし出す雰囲気により、私自身も肩の力が

抜けて、とても穏やかな気持ちで参加させて頂いています。 
今後の予定として、平成２１年１月１６日（金）に「第３回ふれあいトーク」（テーマ:Heart to Heart 

～みつめあう互いのこころ～）、また平成２１年２月１８日～２０日には「第８回ピアカウンセリング

講座」、他にも色々なイベントを企画しています。参加メンバーと色々と話し合い、職員と当事者が一

緒に学ぶ機会を増やしていきたい

と思います。 
 リーダーチームの頑張りには圧倒し、感動させられました。 

 ピアと言われても正直、抽象的で分りづらい部分もありましたが、

実際に参加してみて、始めの一歩を踏み出せた気がします。 

 難しいことではなく、楽しい時間を共有することが大切なのだと、

わたしは実感しました。楽しかったです。ありがとうございました。

（第 7回ピアカウンセリング講座 参加者の感想から） 

各イベントが決定しましたら、随

時巣立ち会のホームページ等でも

お知らせしていきます。 
詳細につきましては、巣立ち風

（0422－34－2761）小林まで 
 お気軽にご連絡下さい。（小林） 

 

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 
僕は「気がつかない男」だ。決して繊細な人間ではな

い。しかし、いくらなんでも「あなたの鈍感力が魅力だ」

と上司に言われても嬉しくはない。まあ、確かに見えて

ないものも多いけど。届かないことも多いけど。そのあ

たりが今年の課題です。て、ハードル高っ！（長門） 

8 


	うつ病を対象にした地域サービスを開始します
	研修会を実施しました
	秋の一泊旅行
	民生委員との交流会を実施しました
	ピアサポート事業（三鷹市精神障がい者地域自立支援事業）から

