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あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。 

 

新しい年を迎えて 
社会福祉法人巣立ち会 田尾有樹子 

 新年を迎えて思うのだが、私たちは毎年激動の

年を過ごし続けていったい何年になるのかとふと

考える。思い出す限り、平穏に過ぎた年などなか

ったように感じる。それが年を重ねるということ

なのだろうか。 

 昨年度はグループホームは勿論、3 ヶ所の通所
の日中活動の場を、障害者自立支援法の新体系に

移行した。どうせ移行するなら早いうちにして、

いろいろなノウハウを学習するほうが良いと思っ

たからである。「守るより攻め」私たちのモットー

である。先行する他の団体の様子を見てなどとは

全く考える余地はなかった。自分たちで実体験を

してそれを基に今後を考えていくことに迷いはな

かった。 
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行政も未だやり方も徹底せず、区市町村によっ

て隔たりも大きく、苦心惨憺たるものであった。

しかし、この 1 年を乗り越えたのだから後は怖い
ものなしというところであろうか。 
 利用者の利用料に対する抵抗感は否めないが、

三鷹市、調布市ともに独自の減免を制度化してく

れており、そのために多くの利用者が救われてい

るという現状も見逃せない。今後、障害者施策は

区市町村の独自の個性が顕著になってくると思わ

れる。私たちがどんな町に住みたいか、どんな町

を作りたいか、障害者に優しい町は人に優しい町

である。このことを今改めて、自分の問題として

受け止め、考えるときがきているように思う。福

祉を通して、街づくりという大きな課題に向かい

合うことが必要になってきている。 
私たちはいつでもどこでも必要な人々に必要な

サービスを届けたいと思う。社会的入院の実態だ

け見ても、まだまだそれが実現できているとは思

えない。それ以外にも人にも相談もできずに一人

悩んでいる人は数知れずいる。30年以上この仕事
をしてきて、できたことよりできていないことの

多さに、愕然とする思いである。しかし、できて

いない問題に私たちが思いあぐねていても仕方が

ない。いつも思うのは、目の前の利用者のこと、

自分たちの足元に忠実であることである。 

  

先日、三鷹のピアサポート事業での「ふれあい

トーク」の壇上で、利用料負担の問題や工賃の安

さなどの話が出たとき、ある利用者は「施設は利

用者が利用料を払っても行きたいと思えるように

なるように努力をしなければならない」「私たちの

報酬は賃金ではなくて経験だと思う」と述べてい

るのを聞いて、思わず、胸が熱くなるのを覚えた。

そういってくれる利用者の思いに私たちはどこま

で応えられる努力をしているだろうか？ 私には

未だできていない、しかしこれから必要な支援が

まだまだあるように感じている。 
自分たちの住む場所を、自分たちの生きやすい

環境に作っていくことと同時に、一歩一歩必要な

支援に近づく、その道のりを歩んでいくことが、

今年の私たちの目指すところである。 

三鷹市精神障がい者地域自立支援事業 ピアアドボケイト講演会 のお知らせ 

講師；広田和子氏（ピアサポートみなみ アドボケイト） 

日時；平成 20年 2月 29日（金）午後 2時～午後 4時 
会場；三鷹産業プラザ 704・705会議室（JR三鷹駅南口から徒歩 7分） 

参加費；無料  定員；120名（事前の申込みは不要です） 
精神医療サバイバーとして様々にご活躍されている広田氏をお迎えして 

今回は「仲間同士の支えあい」について話していただきます。 
会場中が盛り上がること間違いなしです。ぜひご参加下さい。 
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三鷹市障がい者地域自立支援協議会に参加して  

巣立ち工房 末續寛吾   

 

    （好青年の末續さんです） 

 
 
私自身を振り返りますと、３１歳

で発病し、通院と作業所（巣立ち工

房）に入ってから、日々の作業の他、

年に数回のピアカウンセリング講座

と「ふれあいトーク」等のイベント

を通して、作業所間の垣根を越えた

交流をする機会を与えられ、多くの

知己を得るとともに大変勉強させて

いただき、非常に充実した時間とな

りました。 
これからもがんばっていこうと

思います。よろしくお願いします。 

 
昨年の１１月、三鷹市より三鷹市障がい者地

域自立支援協議会に精神障がい者の当事者代表

として委員に任命されました。 
この協議会は各当事者の他、福祉関係者や学

識経験者によって構成され、年に数回の会合を

持つ他、専門部会も設置され、応益負担等様々

な問題が指摘されている自立支援法に対して、

そのあり方を三鷹市独自の立場から見直そうと

いうものです。 
作業所に通所してまだ３年という若輩者では

ありますが、このような大任を与えられプレッ

シャーもありますが、２年の任期、がんばって

いこうと思っています。 

「三鷹市ピアカウンセリング講座」の

開始当初からの参加メンバーで、現在も

リーダーチームとして活躍し、第１回

「ふれあいトーク」ではトップバッター

での体験談発表者を務めた巣立ち工房

の末續さんが、新しく始まった「三鷹市

障がい者地域自立支援協議会」に、市内

精神障害者の代表として参加すること

になりました。 
今回は本人に意気込みを語って頂き

ました。 
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不動産業者との交流会を開催しています 

平成１９年１０月１９日に、調布市こころの健

康支援センターにて、不動産業者さんとのネット

ワーク交流会を行いました。 
不動産業者２ヶ所と、調布市内の精神保健福祉

分野の団体５ヶ所から、１３名の方々にご参加頂

きました。 

そもそも当会は、精神障害者が地域で楽しく生

活することを目的とした支援を行っておりました

が、利用者が単身生活をするにあたり、アパート

の確保やグループホームにするための空室の確保

が常に課題でありました。 
 そうした問題を抱えているのは、実は他の団体

も同様であることもわかってきて、そうした課題

を共有しながら地域の事業所が協力し、情報交換

をする場を持ちたいという希望がありました。 
 そこで、当会に協力して下さっている地域の不

動産業者さん数ヶ所にお声掛けをし、我々福祉関

係者と交流の場を設けることを提案し、実現した

のが今回の交流会です。 

 

すでに三鷹市では２回、同様の交流会を実施し

ていましたが、調布市内においてはこうした会は

初めてということで、少し緊張ぎみの雰囲気で始

まりました。しかし、話が進むにつれて皆様から

多岐に渡るご意見等が出始め、特にご参加下さっ

た不動産業者の方々には貴重なアドバイスを頂く

ことができました。 
 初めての交流会がこのように有意義な会となり、

参加者の皆様には深く感謝申し上げます。 
交流会の中で交換しました意見を、いくつか右

のページでご紹介します。 

これから一人暮らしをする人を支援する側には、

部屋探しに同行して苦労した経験もあれば、その

支援方法についての悩みや不安を抱えつつ仕事を

している場合もあります。 
 一方で部屋を貸す側には、貸す相手をよく知ら

ないために、貸すにあたって漠然とした不安を抱

えていることもあるようです。 
 それぞれの立場により不安に感じることは違い、

お互いが顔見知りになって少し話ができるだけで、

その不安が軽減される事もあることを、再認識す

ることができました。 
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当事者が一人で物件の相談に来ても、事情

が分からないことがあり、対応が難しい場合が

ある。 

 何らかの支援者が同行してくれると、話が伝わ

りやすい。 

不動産業者や大家の方々は、部屋を借りる

側である当事者と接する機会が少ないために、

部屋を貸す時に戸惑いがあるのは事実である。

お互いをよく知ることで、貸しやすくも借りやすく

もなるのではないか。 

部屋を借り始めた時などの早い段階で、不動

産業者や家主と、当事者の生活を支援していく

人が顔見知りになっておくと、その後に何らかの

トラブルが起きた時に、迅速な対応も可能にな

るかと思う。 

貸主は部屋を貸すにあたって、どれだけリス

クがあるのかを考える。不動産屋には、家主に

迷惑をかけられない、という思いも強い。 

 ゴミを溜め込んでしまう人がいるのは、障がい

の有無とは関係ないことであるように、リスクと

いう点において障がいの有無は関係ないと実感

しているのだが、家主に不安が残る方について

は断らざるを得ない場合もある。 
このような交流会を企画する段階で、民間の

事業所だけでなく行政関係者にも協力依頼し参

加を促すことで、不動産業者も参加しやすくなる

のではないか 

 

 

 

 

 

業者さんからも、このような交流会をもっと開

いて、お互いに情報を交換して理解を深めるとい

いのではないかとのご意見も頂きました。更には

「この地域では需要があれば物件は確保できる状

況がある」という大変心強いお話も伺えました。 

 このように協力して下さる業者さんが地域にい

らっしゃるということは、どの団体にとっても非

常にありがたいことだと実感致しました。 

今後も〝ネットワーク交流会〟という堅苦しい

言葉にとらわれず、地域での住まいに関わる相談

や、生活における支援の相談などが、気軽にでき

るような関係を築いていきたいと思います。 
 そしてその関係が我々の生活支援に生かせるよ

うに、より一層地域に根差した活動をして参りた

いと思います。    （こひつじ舎・尾川） 
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第 2回三鷹市「ふれあいトーク」を開催しました

     （左・髙麗氏、右・奈良氏） 

１２月７日（金）１４時から１６時、三鷹産業

プラザにて、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）の一環として「第２回三

鷹市ふれあいトーク」を開催しました。 

これは、今年の３月に開催して大きな反響があ

った第１回に次いで、早くも２回目の実施となっ

たものです。 

実行委員には、第１回の実行委員と新しく加わ

った方々が半々ぐらい、１６名が手を上げてくれ

て、９月から実行委員会を開いて細部を詰めてい

きました。 

実行委員では、経験者組がすでに１回実施して

いるという余裕をもって話し合いにのぞんでい

て、新しく加わった方々もすぐになじんでいきま

した。体験発表者５人もすんなりと決まりました。 

当日は、前回に続いて１００名を越える参加が

あり、市長もお越しになって開会のご挨拶を下さ

いました。「この事業に大変期待している」との

言葉に、実行委員も大きくうなずいていました。 

会では、三鷹市内の施設紹介スライドの上映の

後、体験発表となりました。 

 

トップバッターの鈴木氏（食茶房むうぷ）「私

のできごと」では、「自分が見た夢に時々怯えて

しまう」といった体験を話し、会場の共感を呼ん

でいました。 

高麗氏（三鷹ひまわり第２作業所）は「病気と

私」という題でしたが、体験談の後にしっかりし

た口調で「作業所に通い、グループホームにも入

れて、今はとても幸せです」と、明るく話されま

した。 

奈良氏と玉川氏（こひつじ舎）は第１回に続い

ての発表でしたが、それぞれが社会の中での自分

の居場所について語りました。考え方の違いもく

っきりと出ていましたが、互いに相手を尊重する

というピアカウンセリングの原則も発揮されて、

「２回目の貫禄」も感じられました。 

最後の饗場氏は「今の私の生活」という題で、

体験談の後に「心の病気は誰にでもかかる可能性

のある病気です」と訴えて、期せずに全体のまと

めも兼ねて頂いたような形となりました。 

また体験談発表の他に、途中で「元気になあれ

～こころのバリアフリーに向けて」というテーマ

に沿って、会場にマイクを回して「あなたの元気

の秘訣は何ですか？」という質問に答えて頂くこ

ともおこないました。パスも可能というルールで

したが、ほとんど

の人が正直に答

えて下さり、会場

全体がほのぼの

と暖かい雰囲気

に包まれました。 

 

 

（最後をまとめてくれた饗場氏） 
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アンケートには「今後も続けてほしい」との声

が多数ありました。実行委員の反省会では早くも

「第３回は来年の７月あたりですか？」との話も

出ていました。いずれにしても、実行委員は多け

れば多いほど盛り上がるし、当日の運営もスムー

ズに進みます。お気軽にご参加下さい。（長門） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会のお２人（左・秋山氏、右・石井氏）   

 

シンポジウム「精神障害者の地域生活支援」を開催します 

《実行委員の感想》 
緊張して疲れたが、終わってほっとした。

全体としては、会の流れがスムーズで、講演

の内容もよかった。 
次回は、実行委員会・リハーサルなど、準

備の時間をもう少しもてるといいと感じた。

（巣立ち風 秋山）  

来る２月１１日（祝）に、シンポジウム「精神障害者の地域

生活支援」を開催します。これは、当会も加わっている「三鷹

市精神障がい者地域支援連絡会」が主催するものです。 
当会では、１８年１０月にグループホーム８ヶ所が障害者自

立支援法の事業に、１９年４月に通所施設３ヶ所が同じく自立

支援法の「就労継続支援Ｂ型」に移行して運営しております。

障害者自立支援法に関しては、１２月２６日の主管課長会議に

て、事業者の経営基盤強化策を中心とした内容の一部見直しが

あるとの発表がありました。しかし、来年度以降の全体的な方

向性については、まだ見えてこない部分もあります。 
このシンポジウムではそうした状況の中で、行政のそれぞれ立場からの報告に加えて、各地で特色ある

活動を展開している団体からの報告を頂きます。その上でパネルディスカッションをおこない、制度活

用のノウハウをはじめ、様々なアイデアや運営上の理念を交換していく中で、テーマである「精神障害

者の地域生活支援」について考えていこうという試みです。 
新年度から自立支援法の事業への移行を進めている方々にはもちろん、検討中の方々やすでに移行した

方々、また医療関係者や家族・市民の皆様など、それぞれの方々に実りの多い内容になるように、シン

ポジストの方々や関係者と打ち合わせを進めております。どうぞご参加下さい。 
（シンポジウムの詳細や申し込み先につきましては、チラシ等でご確認下さい。） 
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巣立ち工房 陶芸販売 

 
巣立ち工房では、益子焼きの陶芸作品を心を込

めて作っています。ボランティアの大浦氏が週に

２回指導をして下さっており、年々皆の腕が上達

しています。 
作られた作品 祭や福祉の

イベント

（ 口

の ております。 
ま 然

食品

販売をさせて頂きました。 （様々なオリジナル製品をお楽しみ下さい） 

 

 工房の陶器をご購入頂いた方からは、「素朴で

める」「花瓶として使っているが、花がとても引

き立つ」とご好評を頂いています。 
巣立ち工房に立ち寄る機会がありましたら、ぜ

ひお手にとって作品をご覧下さい。作品は一つと

して同じものがなく、きっと器との出会いをお楽

しみ頂けると思います。

また、陶器を置かせて頂けるお店や場所、イベ

ントなどの情報がありましたら、ご連絡頂けると

幸いです。よろしくお願いします。 （小引）

巣立ち工房（  ）

 
編集後記 

は、病院や大学の文化

などで販売させて頂く他に、C－カフェ
三鷹市役所裏）やちょうふだぞう（調布駅北

喫茶店）で常設展示し

た、１２月にはご近所（三鷹市大沢）の自

店『グルッペ』さんのご厚意で店頭にて陶器

 

とても温かみがある」「使うほど味があって楽し

 

 
TEL 0422-33-5316  

 

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 

・鴨志田） 

   ℡ 0422-34-2761 
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編集後記 

30 代前半のあれこれをくぐりぬけて、今年は

めでたく年男です。予想以上に変化の多かった

30 代前半だったなあ。って振り返っている余裕

は全くありません。問題は次の 5年間。5年後に

「うだうだ惑わない人」になれるかどうか？ 
 今年も明るくしぶとく頑張ります。（長門） 

8 


	三鷹市障がい者地域自立支援協議会に参加して
	巣立ち工房　末續寛吾
	不動産業者との交流会を開催しています
	第2回三鷹市「ふれあいトーク」を開催しました
	シンポジウム「精神障害者の地域生活支援」を開催します
	巣立ち工房　陶芸販売

