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シェアリングハウス TH

オープン

清澤茉莉子

巣立ち会は社会的入院の解消を目指しており、
「住居がなければ退院できない」という考えの上
で、居住支援に力を入れてきました。現在では 100
部屋近くの住居提供を行っています。
しかしながら、退院促進支援事業の拡大にとも
ない、新たな住居の確保が急務となっております。
平成 20 年度は 20 名の退院者を受け入れています
が、なお約 30 名の体験通所者が退院を目指して
訓練中という状況です。
そんな中で、巣立ち風の大家さんのご兄弟の方
からお話を頂き、巣立ち風から 30m ほど離れた
（クリーム色の落ち着いた外観です）

三鷹市野崎の土地に、グループホームを建てて下

平成 20 年秋に建築着工した後、期待と共に着々

さることになりました。

とその姿を現していき、平成 21 年 4 月末に遂に

新規グループホームの大家さんは、日頃から巣

完成！

立ち会の活動に理解を示して下さり、メンバーと

平成 21 年 5 月からグループホーム（巣立ちホ

も親しみをもって接して下さる、地域の協力者で

ーム三鷹第 2）として事業を開始しました。

した。「うちの土地にアパートを建てるから、グ
ループホームにすればいいよ」と言って下さった
のです。
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巣立ちホーム三鷹第 2 はこれまで定員 15 名の

また、巣立ち風の近くであるため、作業所のメ

グループホームでしたが、今回建てていただいた

ンバーが部屋に遊びに行くなど、交流の場にもな

アパートの 8 室が新規居室として認可を受け、定

っているようです。

員 23 名のグループホームとなったのです。

残り 5 室の入居候補者についても、6 月から外

5 月半ばには 3 名が入居し、残りの 5 室もすで

泊訓練を開始していき、早ければ 7 月にも入居し

に入居候補者が決まっている状況です。

て頂く予定です。入居を心待ちにしている方、ア
パートでの生活に非常に不安を感じている方な
ど思いは様々ですが、皆さんが地域で楽しく生活
ができるよう、支援を行っていきたいと思います。
追記：アパートが建てられる中で、悲しい出来
事がありました。新しいアパートの大家さんが、
平成 21 年 3 月に亡くなられたのです。
いつも温かく私たちを見守って下さっていた
大家さん。アパート名の最後に、大家さんのイニ
シャルをつけさせて頂きました。心よりご冥福を
お祈り申しあげます。

（お部屋でくつろぐ入居第１号の松本さん）

グループホームで生活を始めているメンバー

またグループホームとして事業を開始するに

の皆さんに感想を伺うと、「新築だから部屋がき

あたり、大家さんをはじめ、関係機関の皆様に多

れい」
「作業所が近くて良い」
「お風呂に入るとよ

大なご協力を頂きました。この場を借りてお礼を

く眠れる」等と話され、住み心地が良いと感じて

申し上げます。本当にありがとうございました。

いるようです。
カラー

早期支援を開始します「ユースメンタルサポートColor」
若者の健康

このような知識を持ち、また偏見にとらわれず、

疾病による経済損失や、失われた生命や生活の

支援や治療を受ける必要があります。早期支援に

質を「疾病負担」と言います。これを世代ごとに

は、精神保健の知識を広めていくこと、偏見に対

示した調査によると、若年層では精神疾患がその

する啓発活動を進めていく必要があります。

殆どを占めています。10 代から 30 代までは、こ
の傾向が続きます。

思春期の脳の変化

しかし、若者の精神疾患は、発病後間もない時

精神疾患に限らず、思春期には激しい心理的な

期に、適切な支援や治療を受けることが出来れば、

混乱に陥ります。第二次性徴期には、「子どもの

良好に回復し、元の生活に戻れることが分かって

脳」から「大人の脳」へと変わるため、正常な発

います。支援や治療が遅れれば、病気の重症化や

達として混乱が生じるのです。

慢性化を招きます。
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しかし、脳が大きく変化するこの時期には、変
化上のトラブルも起こりやすくなります。このト
ラブルを早く発見して、可能な限り早く対応する
ことで、重篤な問題に陥ることなく、混乱を最小
限に抑えることが出来ます。
思春期・青年期は、その人がその人らしく生き
て行くために、重要な成長を遂げる時期です。
だからこそ、この時期の問題を出来るだけ早く解
決することが、非常に大切なことなのです。
成人後に、精神的な問題を抱える人の多くは、
10 代に何らかの兆候があったことが分かってい
ます。その為にも、10 代の子どもたちに、精神保
健についての知識を広めていくことが必要です。

原則として三鷹市・調布市にお住まいの 10 代

必要なこととして

～20 代の方を対象とします。精神的な不調やここ

先に述べたように、精神疾患は、早期の発見・

ろの病気についての不安があり、相談を必要とし

治療がより早い回復につながるといわれていま

ている方ご本人やそのご家族、その他の関係者の

す。また、思春期には様々な心理的問題が生じ、

方からのご相談にも応じます。

支援を必要としている子どもたちが多く居ます。

まず、電話相談により、精神保健専門スタッフ

イギリスでは、早期発見の為の啓発活動や、ア

がご本人やご家族の意向を確認します。必要に応

クセスしやすいサービス体制、地域連携体制が整

じて、ご自宅への訪問や事業所内での面接相談な

えられ、発症初期にほぼ全ての方がサービスを受

どを行い、お困りのことについて解決策を一緒に

けられるようになっています。

考えていきます。相談やその他の支援については、

またオーストラリアでは、国家的な取り組みと

原則的に無料です。

して、学校精神保健に重点が置かれ対策が取られ

事業内容

ています。

・精神疾患の早期発見・早期支援

日本でも、三重県と長崎県で、早期支援が進め

・電話や訪問での相談支援

られていますが、全国的には浸透していません。

・家族支援や生活支援、就学・就労支援

そこで、今年度、巣立ち会で精神疾患の早期支

・啓発活動や地域連携体制の整備

援を開始することに致しました。事業所名は
カ

ラ

まずは、お気軽にお電話でお問い合わせ下さい。

ー

「ユースメンタルサポートColor」です。

面接が必要であれば、日時や場所を調整します。

サービスの内容
学校や医療機関（精神科クリニックや病院等）

カ ラ ー

「ユースメンタルサポートColor」

と協力しながら、思春期・青年期の人達とそのご
家族に対して、出来るだけ早期に支援を行うこと

所在地

調布市菊野台 1-19-15-102

を目的としております。

℡

042-426-8099

携帯

090-3814-4520
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シンポジウムを開催しました
平成２１年２月２１日（土）に、三鷹市精神障がい者地域支援連絡会主催で、
「精神障害者の地域生活
移行支援」をテーマとしたシンポジウムを行ないました。今年のシンポジウムは、行政からの基調講演、
地域で活動している団体からの実践報告、シンポジストを交えてのパネルディスカッションという三部
構成で行なわれ、内容の濃いシンポジウムとなりました。当日は１６０名もの方にご来場頂きました。
ご講演者・シンポジストとしてご協力頂いた方々は以下の通りです。
吉川隆弘氏（厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 障害保健専門官）
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）
岩上洋一氏（埼葛北障がい者生活支援センターふれんだむ）
中本明子氏・吉岡孝氏・小林ミチル氏（ＮＰＯ法人ソーシャルハウスさかい）
小泉裕子氏（三鷹市健康福祉部
小林由美子氏（社会福祉法人

生活福祉課・退院促進支援相談員）
多摩棕櫚亭協会）

第一部の基調講演では、吉川氏、野津氏、
木住野氏より、精神障害者の地域生活移行
支援の現状や課題、これからの動向につい
てご講演を頂きました。
吉川氏から精神保健医療福祉全般に対し
て国の取り組みや、今後の退院促進事業の
方向性が説かれた後、野津氏･木住野氏から
東京都・三鷹市のこれまでの取り組みや
（吉川氏）

現状と課題について、熱が入った講演が

（野津氏）

なされました。
それぞれの事業展開や施策について理解を深めることができたと同時に、
それぞれが独自性を持ちつつも関連していて、国の政策が自治体の現場にお
いてどのように反映されているのかなど、わかりやすく「流れ」を感じるこ
とができた基調講演でした。
（←木住野氏）
（岩上氏→）

第二部は地域移行について各地の実践報告ということで、それぞれに
特色のある各地の団体からご報告を頂きました。
まず埼玉県「ふれんだむ」岩上氏の報告では“サービス漬けでは再び
人生の選択権を奪うことになるのでは？”というお話が印象深く、日頃
の自分の支援を考え直させられました。
“利用者のために”と思っている
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ことが本当にその通りなのか、利用者の希望や自由を制限していないか。支援者の立場からだけでなく
利用者の立場になって支援を行なっていくことの重要さを改めて感じました。
続く大阪府堺市「ソーシャルハウスさかい」からは、中本氏か
ら当事者がピアヘルパーやピア自立支援員として活躍するよう
になるまでの団体の経緯や現在のシステムについての報告を頂
いた上、ピアのお二人からは実際にどのように退院支援をしてい
るのかという貴重なお話を聞くことができました。
仲間に支えてもらえる、共感してもらえる安心感など、ピアに
しかできない支援が多くあるのだと感じました。ピアサポーター
がますます活躍し、他の支援者と協働していくことが地域移行支
援の要になるのではないかと思います。

（左より：中本氏

小林氏

吉岡氏）

最後に当会の実践報告と退院体験談の発表もおこないました。体験談では、お二人とも１０年以上入
院していたということでしたが、現在は生き生きと地域で暮らしている様子が伝わってきました。
第三部のパネルディスカッションでは、岩上氏と中本氏に加えて、三鷹市から小泉氏、そして当会の
田尾が加わり、
「ピアサポートの広げ方について」
「退院促進支援の根本にある思い」
「価値や意識の変化」
「医療に期待すること」など、地域移行支援の現場を熟知したパネリストならではのやり取りに、会場
からの質疑応答も加わり、有意義なディスカッションとなりました。地域の福祉職員だけでなく、行政・
病院関係の方々にも多数ご参加いただき、地域生活移行支援への関心の高さを実感いたしました。
ご参加下さった皆様、シンポジストの方々、またご協力下さいました関係機関の皆様、本当にありが
とうございました。（遠藤）

平成２０年度障害者保健福祉推進事業（障害者自立支援調査研究プロジェクト）
「精神障害者の地域生活移行及び定着支援推進事業」についてのご報告
昨年度に実施した表記のプロジェクトですが、地域移行と定着をテーマにし、上でご報告した
シンポジウムや前号でお伝えした研修会・交流会・啓発活動等の様々な事業を実施しました。
その中で、調査研究等の成果物として、３点の冊子をまとめました。
①地域移行推進員の支援活動に関する調査
現行の地域移行支援事業の実態を把握するために、地域移行推進員の支援活動についての調
査を実施しました。それを踏まえて、今後の適切な報酬化等について検討しました。
②精神障害者のリカバリーを促進するプログラムの実践と評価
昨年度に当会が実施したＷＲＡＰについて、実践記録と調査結果をまとめました。
③シンポジウム抄録集
講演資料も含めた抄録集です。パネルディスカッションも収録してあります。
上記の冊子につきましては、当会のホームページを通じて、無料でダウンロード可能にしてい
く予定です。興味のある方は、ぜひご一読下さい。
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厨房施設が完成しました
長らく皆様にご愛顧頂いておりましたこひつじ

現在、事業の開始に向けて準備を進めております

舎の「人と地球にやさしいせっけんの店」ですが、

（詳細につきましては次号をお待ち下さい）
。

この度「平成２０年度東京都障害者自立支援基盤整

なお工事の際には、近隣の方々には騒音や臭気等

備事業」の補助金を活用し、

で大変なご迷惑をおかけ

業種転換を図ることに致し

致しました。配慮が足らず

ました。

にお叱りを頂いたことも

これまでの石鹸等の販売

ありました。

では、長きにわたって玉の

この場をお借りして再

肌石鹸・ミヨシ石鹸株式会

度お詫びを申し上げると

社の多大なご支援を頂いて

ともに、今後につきまして

おりました。あらためて御

も火気・臭気等に細心の注

礼を申し上げます。ありが

意を払って運営していく

とうございました。

ことはもとより、地域の皆

新しいお店では、宅配弁

様方に少しでも喜んで頂

当を始めたいと考えております。厨房の工事は３月

けるような施設に発展させていきたいと考えてお

末に無事完了し、東京都や消防署、保健所からの認

ります。どうか宜しくお願い致します。

可も頂きました。

♪第６回「愛のふれあいコンサート」を開催します♪
来る 7 月 3 日、本年も、巣立ち会主催「愛のふれあいコンサート」を開催することとなりました。
今回も素晴らしいゲストをお迎えし、皆様へ心あたたまるひと時をお届けできるよう準備をすす
めております。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。
日時

2009 年 7 月 3 日(金)

18:30 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
安田正昭（ピアノ）： ベートーヴェン 「月光ソナタ」
ムソルグスキー 「展覧会の絵」
ベアンテ ボーマン（チェロ）

：サン・サーンス 「白鳥」

ボーマン ルリ子（ピアノ伴奏）

カザルス 「鳥の歌」
エルガー 「愛の挨拶」 他

※その他詳細は同封のチラシをご覧ください。
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うつ病専門就労支援「ルポゼ」の活動
制限があります。また、参加したくても、定員待

「ルポゼ」とは？

ちであったり、プログラムの開始月が決まってい

Reposeとは、休息や静けさ、平穏、のどかさの

て次のクールが始まるまで待たなければいけな

ことです。フランス語（Reposer）では、休息さ

かったり、ということが多いようです。

せる、気分をさわやかにする、という意味です。

ルポゼでは、対象者の制限はありません。退職

うつ病について

して随分経ってしまった方も、１～２ヶ月で職場

厚生労働省の患者調査によると、うつ病を含む

復帰したいという方も、学生さんや主婦の方も利

気分障害の推定総患者数は、1999年の44万人から

用できます。また、お待たせすることはありませ

2002年の71万人へと、大幅に増加しています。別

ん。ご希望があれば、いつでも体験通所を始めて

の調査では、これまでにうつ病を経験した人は約

頂きます。もちろん、「なかなか外に出られなく

15人に１人、過去12ヶ月間にうつ病を経験した人

て」という方は、こちらがいつまででも、いらっ

は約50人に1人であるという結果でした。

しゃれるようになるのをお待ちしています。

誰でも罹患する可能性がある病気であるにも

現在の利用者

かかわらず、うつ病を経験した者の４分の３は医

平成21年２月16日に開所して、５月末現在、登

療を受けていなかったことが示されています。ま

録者３名、体験通所者４名です。この方達の初回

た、近年のうつ病や不安障害は、以前のように休

見学を含めて、見学者は30余名です。中には、２

養と薬物では、復職が困難である場合があります。

～３回見学を重ねる方もいらっしゃいます。通所

治療法として心理療法とリハビリテーションが

を決められたら、複数回の体験通所を経験して頂

有効です。

き、改めて正式登録を行います。皆さん、ゆっく
新たな取り組みとして

りゆっくり進めていらっしゃいます。

先に述べたように、種々の疫学的な調査でも、

お問い合わせのお電話は、かなりの件数になっ

うつ病患者の増加が指摘されている一方、その社

てきました。見学されるご予定であったのに「体

会復帰のためのサービスは不足しています。そこ

調が整わず」という方も、少なくないです。「通

で、巣立ち会では新たな取り組みとして、うつ

えるかどうか自信がなくて」という方も、気にせ

（病）の方々専門の就労支援を平成21年２月から

ず何度でもお電話下さい。

開始ました。お一人お一人のご希望に沿った支援

また、見学希望の有無にかかわらず、まずは、

をしていくことを、目指しています。

お気軽にお電話でお問い合わせ下さい。

ルポゼの特徴

こひつじ舎 内「ルポゼ」

うつ病の増加が着目されるようになってきた
こともあり、病院や公的機関などで「うつ病復職
プログラム」などの名称で、うつ病の方達の就労

所在地

調布市菊野台 1-19-15-102

℡&Fax

042-488-4436

開所日時 毎週月・水・金曜日

支援が行われるようになっています。しかし、そ

９時～15 時半

の多くには、年齢制限があったり、在職あるいは

＊お問い合わせは月～金曜日９時～17 時

休職中の方のみを対象としていたりと、対象者に
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ピアサポート事業で WRAP クラスを開催します
平成 21 年度も当会では、三
日本でも雑誌や新聞などで取り上げはじめられた「WRAP」とは、
アメリカの精神障がい当事者によって作られた、
リカバリー（元気回復）に役立つ「元気に生活するための
行動プランのリストを、自分でつくってみること」です。
あなたの WRAP（元気回復行動プラン）を作れるのは、あなただけ。
WRAP クラスでは、毎回テーマがあり、自分の体験や
アイディアについて、話し合っていきます。
自分が元気で過ごすための工夫を考え、計画し、書き留めて
おくことによって、自分だけの WRAP を作り、あなたがより
豊かに生きるための手助けになるのではないかと思います。

鷹市からの事業委託を受けて
「三鷹市精神障がい者地域自
立支援事業」を実施していくこ
とになりました。
今年度も様々なイベントを
企画し、当事者同士がお互いに
学習できる場や出会える場を
作っていきたいと思います。
昨年度本事業では「WRAP
ファシリテーター養成講座」を
開催し、三鷹市内の障害福祉

サービスを利用している当事者や関係施設職員の中で、17 名のファシリテーターが生まれました。
そこで、平成 21 年度の本事業の一環として、その講座を修了した 2 名の当事者と関係施設の職員 2 名
がファシリテーターとしてペアを組み、「WRAP クラス」を進
めていくことになりました。
三鷹市内の障害福祉サービスを利用している当事者や関係施
設職員を対象として、6 月 23 日（火）より隔週の火曜日に

「福祉コアかみれん」で開催することになりました。
新たに全 12 回の「WRAP クラス」を持つことになった 4 名
のファシリテーターは、クラスを開催する前から、事前準備や
運営していく上での不安などで、ドキドキした日々を送ってい
ますが、参加者の皆さんと楽しくやっていきたいと思います。ふるってご参加ください。
様々なイベントにつきましては、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。（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
年明けから起こったこと。サッカーで足の骨を折って
3 週間松葉杖だった。金沢と新潟に出張講演に行った。
シンポジウムを仕切った。仕事がらみで人を何人も怒ら
せた。厚労省でプレゼンをした。息子の卒園式と入学式
に出た。娘が生まれた。新規事業を 3 つ抱えて今、毎日
が普通に過ぎていく。ありがたいことだと思う。
（長門）
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