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     新年度に向けての抱負について 

 

副理事長（事務局長） 青木 忍 

 川崎市精神保健福祉家族会連合会あやめ会（以下あやめ会という）は、半世紀に亘り、

先輩諸氏の築いた功績に敬意を表するとともに行政、各種関係団体等のご支援を頂き、本

日まで無事に難局を乗り越えてこられました。会員一同心より感謝申し上げます。 

 今年(令和２年度)の新年度を迎えるに当たり一言抱負を述べさせて頂きます。 

 まずは、先輩諸氏が築いた伝統ある従来の基盤を継承するとともにあやめ会が５０周年

記念大会で決定した「地域とともに歩む精神保健福祉へ」をモットーに精神しょうがい者

が地域社会に拓かれた自由活達に活動できる環境作りに会員一同努力・邁進する所存です

ので何卒宜しくお願い致します。 

 さて、令和２年度ですが、最も重要な活動テーマとして「あやめ会家族ニーズ調査」で

あります。調査の実施につきましては、市当局および学識経験者のご協力を頂き既に活動

しております。また２５年前の調査と今回の調査の会員ニーズを把握・分析し、最新調査

のデータ結果を踏まえて令和の新しい時代に即応した当事者・家族・家族会の在り方を見

直し、事業の展開および活動を推進してまいります。本趣旨をご理解頂き、各関係者のご

協力を何卒宜しくお願い申し上げます。 

 なお、既に、新聞、テレビなどで皆さんご存じのとおり昨年後半から「新型コロナウイ

ルス」が発症しました。国内では横浜山下公園前に停泊していた「プリンセス・クルー

ズ」の乗客からウイルスの陽性者があり、瞬く間に猛威が広がり国内の都道府県では神奈

川県を含む地域でウイルス患者が発見されております。また、海外に於いても各国でウイ

ルスが猛威となり、パンデミック（世界的大流行）状態と言われております。従って、あ

やめ会の各種行事も延期または中止せざるお得えませんでした。このような大変厳しい環

境下でございますが、当事者皆さんおよびご家族の皆さんにおかれましては、ウイルスに

十分注意して頂き、どうかご健康であやめ会活動により一層のご協力を重ねてお願い申し

上げます。 

 

あやめ会ホームページをご覧ください。 

         ホームページのアドレス（ＵＲＬ） http://ayamekai.org/ 
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最後に、私が考える、あやめ会としての当面の課題は下記の通りです。 

１．あやめ会及び傘下各事業所(施設)の助成金などの増額による業績の改善 

２．家族ニーズ調査の確実な実行 

３．交通費格差の是正の促進 

４．家族会の会員の減少傾向を少しでも改善すること  

５．会員の高齢化を改善すべく、より若年層の入会促進 

６．高齢化に伴う役員の選出が徐々に困難を極めている、家族会のＰＲの実施 

 

 

 

令和 2 年度に向けた要望書に対する川崎市の回答 

 

副理事長 田草川 武 
あやめ会は、毎年、川崎市に対して翌年度に向けた要望書を提出しています。令和 2 年

度要望に対して、市から 3 月 6 日付の回答がありました。例年ですと、市当局から回答内

容の説明を受け、質疑応答を行うのですが、今回は、新型コロナウイルスの影響で中止と

なりました。以下、市の回答の要約を記します。 
 なお、市からの回答書は、あやめ会ホームページ（http://ayamekai.org/）でご覧いただ

けます。 
Ⅰ．重点要望事項 

１．在宅の精神障がい者及びその家族への訪問型支援の推進 

 ① 精神障がい者を医療に繋げるための支援体制の充実  

② 訪問型医療ならびに看護体制の構築と推進 

 ③ 訪問型福祉サービスの充実及び家族丸ごと支援体制の整備 

【回答】 

   精神障害者を対象とした家庭訪問や家族への支援等については、区役所や障害者セン

ター等がチーム体制で支援協力を行いながら、危機介入や医療につなげるなどの業務を

行っている。今後も訪問支援の充実に向けて、医療機関、相談支援事業所、地域活動支

援センター等とも連携し、対応していく。 

２．当事者や家族が安心安全に滞在できるショートステイ施設の拡充 

【回答】 

   当事者が緊急時に利用できるショートステイは、「桜の風」にベッド１床を確保して

いる。家族が利用できる滞在施設はないが、引き続き検討する。 

３．ひきこもり等の精神障害者に対する実態調査の実施 

【回答】 

   表記の実態調査は、医療・福祉機関の相談窓口を対象に、相談内容や支援ニーズおよ
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び追加のアンケート調査を実施し、今年度結果を取りまとめた。 

４．障害者への差別・偏見を解消するための条例制定 

【回答】 

市の障害者施策審議会における条例化よりも具体的な取組みの充実が重要であるとの

結論により、障害者差別解消法の趣旨に則った対応要領を策定し、職員への研修、事業

者・市民への広報に取り組んでいる。また、障害者への合理的配慮の具体例を記した

「障害のある方へのサポートブック」を公共施設に配布した。今後も、障害者との共生

社会の実現に取り組んでいく。 

Ⅱ．その他の要望事項 

１．精神医療に関する要望 

①精神疾患と身体疾患を併発した場合の医療体制の充実 

【回答】 

   受入れ態勢の一層の充実に向けて、関係団体・医療機関への働きを引き続き行う。 

②精神科救急医療体制の充実 

【回答】 

   ４県市精神科初期救急医療体制の中で、受療ニーズの高い日曜・祝日に、市独自の取

り組みを行っている。身近な地域での適切な精神科救急医療体制は必要と認識してお

り、体制の充実に努める。 

 ③精神障がい者に対する定期健診の徹底指導 

【回答】 

  個々の医療機関、就労企業、利用施設等で健康状態の管理や検診の機会が提供されて

いるので、それぞれの生活状況に応じて利用を勧めていく。 

 ④自立支援医療（精神通院医療）の適用条件緩和 

【回答】 

  自立支援医療（精神通院医療）は、法令の規定に基づいて運用している。 

２．精神保健福祉に関するその他の要望 

（１）精神障がい者の地域移行･地域定着支援の促進 

【回答】 

  関係機関との連携強化を図りながら、必要なサービスについて、引き続き事業の推進

を図る。また、退院後の住居先や生活状況等は、実態把握を検討しており、課題解決に

取り組む。 

(２) 多様な住まいの支援の充実 

① グループホーム等の増設および各種助成の改善 

【回答】 

  「第４次かわさきノーマライゼーションプラン改定版」において、グループホームの

設置や定員増を図っている。また、市単独加算は、各種の状況等を踏まえつつ、引き続

き検討していく。 

② 公営住宅・民間住宅を利用する場合の支援の充実 
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【回答】 

  居住支援協議会において、居住資源の充実に向けた取組みの検討を始めた。「住宅確

保要配慮者居住支援ガイド」に障害者等の支援方法を記載するとともに、住宅供給公社

の「すまいの相談窓口」での障害者の入居相談対応を始めた。 

（３）精神障がい者に関する医療給付・助成等のさらなる充実による負担費用の軽減等 

① 精神障がい者に関する入院医療費の重度障害者医療費助成の対象化 

② 手帳２級所持者への重度障害者医療費助成の適用、あるいは医療費負担の軽減（自

立支援医療費自己負担額への公的助成） 
【回答】 

  助成額が毎年増加しているので、制度を維持する観点から助成のあり方を検討する必

要がある。今後については、国・県の動向や他都市の状況を注視しながら、制度の安定

性、継続性の確保に努める。 
③ ＪＲ及び私鉄、有料道路等の割引の適用 

【回答】 

  市としても国やＪＲに対して要望しているが、引き続き動向を見守る。 

④ 自立支援医療に関する更新手続きの不要化、更新期間延長、申請・更新に必要な診

断書の作成費用の助成措置 
【回答】 

 市として、引き続き国に対して要望している。 

⑤ 無年金障害者をなくすための国民年金の加入時期や継続期間等申請要件の緩和およ

び特別障害給付金の支給範囲の拡大 
⑥ 障害基礎年金額の改善 

⑦ 特別障害給付金支給申請書の診断書料の無料化または助成 

【回答】 

  障害年金の申請要件は、他の政令市とともに国に要望している。 

  年金額は、支給額の改善を国に要望している。 

  特別障害給付金の申請に必要な診断書作成費用は、医療機関が任意に料金設定できる

ことになっている。 

（４）福祉施設における精神障害の専門職配置の充実 

【回答】 

  国の相談支援に係る制度改正や地域包括ケアシステム構築等の動向を踏まえつつ、障

害者相談支援センターの検証結果に基づき、相談支援体制の充実に努める。 

（５）精神障がい者の就労および社会参加の推進 

 ① 就労意欲の喚起、就労支援、職場定着支援の充実と推進 

【回答】 

  障害者の就労支援の推進に向けては、障害のある本人の特性の把握と特性に合わせた

企業とのマッチングを的確に行うことが、その後の定着に最も重要な点と考えている。  

本市では、障害者の状況に応じた就労体験・就労実習の実施、障害者と企業のマッチン
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グ力の強化、職場定着ツールの開発・活用を進めている。 

 ② 短時間就労、Ｋ－ＳＴＥＰの更なる啓発、推進 

【回答】 

  今後、関係機関と連携し、更なる啓発、推進に努める。 

③ ピアサポーターの養成、活動領域の拡大および社会参加の推進 

【回答】 

  精神障害者ピアサポーター養成・支援事業において、研修による養成、身近な仲間の

相談や長期入院者の地域移行等の活動、フォローアップ講座による支援を行っている。

活動の推進については、支援団体関係者と検討している。 

（６）こころの健康教育および啓発活動の推進 

① 市民向け講演会や精神保健福祉講座等を通じて、精神疾患や精神障害に関する正しい

知識の普及と理解の促進 

② 小・中学校への出前教室等による学校教育での取り組み推進 

 ③ メンタルヘルス対策（自殺予防）の推進 

【回答】 

  普及啓発活動、学校への出前教室等を引き続き推進していく。 

３. あやめ会および家族会の活動等に関する要望 

（１）家族会活動への支援の継続・拡充 

【回答】 

  区の状況に応じた協力を行っている。今後もできる範囲で相談に応じる。また、様々

な機会に家族会の紹介に努める。 

（２）あやめ会活動への支援 

① あやめ会への地域精神保健福祉対策促進事業の委託の継続 

【回答】 

  電話・相談による心の健康相談事業やひきこもり対策の訪問活動等、その意義や成果

を充分認識している。 

 ② あやめ会運営の福祉施設への補助金等の継続と増額 

【回答】 

  地域活動支援センター運営事業について、安定的な運営が行えるように見直しを行っ

ており、活動内容を評価した加算制度も設けている。今後、補助金のあり方について、

運営法人や障害者団体からの意見を聞きながら、検討していく。 
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渡部先生の「統合失調症の大切な考え方と進め方」のお話を伺って 

 

さちの会 島田由雄 

 渡部先生、ご講演ありがとうございました。先生のお話は久しぶりに拝聴しましたが、

いつも先生のお言葉には勇気づけられます。長い治療経験に基づく専門治療家としての貴

重な研究データ、臨床成果などを伺い、期待を持って学ばせて頂きました。 

先ず、統合失調症の患者さんへの対応「一人の尊厳ある人間としての一生を送るために

はどう統合失調症に向き合い、どう生きていけばよいのだろうか」との課題をなげかけま

したが、この言葉に様々な思いが凝縮されていると思います。また、統合失調症の治療目

標として、「当事者本人が病状を上手く管理し、孤立せず社会に参加し、自然な笑顔で自分

らしく生きられる、家族も人生の幸せを感じられる。」これは目標としては素晴らしいと思

いますが、現実はとても簡単なことでなく、多くの家族が日々苦闘している課題かと思い

ます。 

我が家においてもまだまだの状況で、特に私自身

が本人との当たり前のコミュニケーションが出来

ず、父と息子との問題を毎日のように生じさせてい

る状況にあります。しかし、先生や皆様のご指導に

より少しずつ、改善しつつあると私自身は思ってお

ります。 

今回もう一つ、勇気づけられたことがあります。

統合失調症をわかり易く解説し、精神分裂病との対

比をなされました。統合とは：心や行動をまとめる

こと、失調とは：上手くいっていないこと、症は：状態で、この状態は変化し良くなるこ

と。そして 過半数が回復するという先行きに大きな希望が湧く提言でした。 

治療の大切なことは、統合失調症という病気を理解すること、病識をもつことが大事で

あるということを再認識しました。この病気は、脳の病気としての機能異常、また心の病

気としての幻覚・妄想などの思考の異常に対しての薬物療法と希望を持たせる心理社会療

法が重要であること。家族は本人を疲れさせず、ストレスをためないよう、良くなる希望

をもって生活すること、特に家族は、ハイＥＥにならないよう日々努めることが大切であ

るとのことでした。ハイＥＥについては、私自身コミュニケーションがだめで、夜中の長

い話し合いの場等、つい声高に、興奮気味で、大いに反省の処です。こういう時こそ、Ｓ

ＳＴを生かし、相手の気持ちの理解、傾聴、批判せず、良いところを褒めること、まさに

日々反省です。 

 これ迄、息子との問題で、１年半余り別居もし、また渡部先生の長岡市の田宮病院の家

族教室へも通った経験もあり、８回で１クールの家族教室に６回程参加させて頂きまし

た。時々、川崎を離れ、車窓を眺めながらの反省もいいですね。家族会には、遠方からの

参加者ご夫婦での参加もありました。私は未了の２回の家族会を、卒業したいと思ってお



7 

 

ります。 

我家もこの病気に関わり２０年になりますが、本人のたいへんな努力と皆様のご支援に

より、大分落ち着いた状況になっていることに感謝を申し上げたいと思います。 

 

＜ １２月の学習会、懇親会に参加して ＞ 

 

                                 Ｓ．Ｍ． 

うちの父親はどうしようもない父親だ。全くあやめ会は何をやっているのか。私は統合

失調症の精神疾患の人が不自由なく生活できる社会になったらいいなと思っている。しか 

し、今の社会はどうだろうか、他人のことなんか気にしないで生活しているように見えて

しまうのは私だけだろうか。そういった点で私はあやめ会というのは貴重な存在だと思っ

ている。私はインクルーシブ（分け隔てない）社会が理想だと思っている。他の人の事に

少しでも余裕があるならば、気を使う社会、そういう社会にしていっていない一つの理由

が人の技術、科学技術への過信だと思う。医薬品もその一つだ、前より改善されたと言う

が医療は未だ 100％確実だと言い切れる訳ではないと思う、渡部先生の講演はそのことへ

の欠如、ちょっと自信があり過ぎだったのでは、精神科医と言っても一種だ。９割は税金

から医療保険として付与されている。もちろん我々あやめ会一人ひとりが権威に盲目的に

なってはいけない。 

先生の講演では語尾が断定的になっていたのが気になった。 

その後懇親会に行った。全くの飛入りでも声をかけて頂いて良かった。世の中、人であ

る。私は新型コロナウイルスの影響がどれくらい続くかは未だ分からない、科学技術への

妄信があってはならない。人々が気遣いをしなくなっているとして、それはもしかしたら

アスファルトが大きな役割を果たしているかも知れない。新型コロナウイルスだけではな

いが、あやめ会に関しては戦う組織になれ。異常な気候変動も待ったなしのタックルすべ

き課題だ。 

世界は表土が危ないらしい。アスファルトの上であれ、土の上であれ我々は大いに何が

良くて、何が良くないのか、何が楽しく何が面白くなかったのか、しゃべり合わなきゃい

けないと思う。そのために色々な組織が出来ることはいいことだと思う。あやめ会もその

内の一つの組織だと思う。ただ精神疾患を抱えた家族の会だからこれが基準になると思

う。それこそ精神疾患を持つ人家族だけでなく広げていく等、新しい方法も模索していく

べきだろう。                  

学習会へ１回出ただけで生意気に意見を言ってすみません。またこの

ような講演、懇親会の機会があったら参加しようかな。ありがとうござ

います。 以上 
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＜ 母ちゃんはもう疲れたよ ＞ 

 

                           Ｓ．Ｋ． 

あやめ会の交流研修会に渡部先生を招いてくれてありがたかった。「主治医」だから来ら

れたのか息子が一番後ろの席で聴いていたのにはビックリ。 

渡部先生は、当事者や家族に徹底して寄りそったお立場で研究をまとめ、発信して下さ

っている。朝から晩まで３６５日何十年も、戸惑いや落ち込みの多かった私にとっては、

『よりどころ』となっており、前向きになれる。 

ただ母ちゃんはもう疲れちゃって“サポート”どころの話じゃない、私がサポートして

もらいたいくらいだ。６年前のクモ膜下出血、昨年の開頭手術、加齢による体力の低

迷・・・。 

加えて家族のギクシャクによるストレス、「助けて！」って感じだ、ついＨｉｇｈＥＥに

なってしまう。そこで、先生のお話しの中から私が拾いたいところは、「家族はエンパワメ

ント」されることが大事ってこと。 

先日、久ぶりに調布のクッキングハウスで松浦幸子さんに会い美味しいランチを頂き、

農家学習会でお百姓さんの話を聴き、メンバーさんたちの手作りケーキをお土産に沢山買

ってきた。更に、渡部Ｄｒ．への家族相談の予約をいれることが出来た、今少しほっとし

ている。 

最後に、講演会の後の忘年懇親会がすごく良かったです、皆さん明るいで

す。こんなすばらしいあやめ会につながる地元の「さちの会」を楽しいものに

して行きたいと思いました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

泰山木の会 鈴木郁子 

２０１３年に改正された精神保健福祉法は、いろいろ見直しが課題とされています。さ

らにその後の状況変化により精神科医療には課題が山積しています。このような状況を放

置せずよりよい精神科医療の獲得のために何をすべきか、医療関係者、当事者･家族をはじ

め保健･福祉関係者や行政、障害者雇用に取り組む企業など、多くの関係者が共有すべきこ
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ととして、考えていく必要があります。これを趣旨とし、２０２０年２月２１日、としま

区民センター８階多目的ホールにおいて、みんなねっと主催「みんなねっとフォーラム２

０２０」が開催されました。参加者:関係者を含み約２００名(事務局発表)。開会式の後、

午前中に講演があり、昼食休憩を挟みシンポジウムが行われました。シンポジウムは、「精

神医療をよりよくするために～私たちは何をすべきか～」をテーマとし、各シンポジスト

による各自の視点から考えを語り提案するお話しがありました。総括として参加者とシン

ポジストとの質疑応答が１０分間行われ、１６：００頃時間切れで閉会になりました。 

 

◆ 講演「精神保健医療福祉施策の近未来展望」 

 山之内芳雄氏(国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所所長補佐/精神医療研究部部長)  

 課題となっている精神保健福祉法の改正をステップに、さらなる近未来を展望します。精

神科医療をより良くするために、「病院から地域へ」という考え方に、(今、私達は、何をす

べきか)について講演をされました。今は多様な精神障害(統合失調症、うつ病、双極性障害、

発達障害、アルコール他の依存症、摂食障害、てんかん、)があり、〇これらの精神障害に

も対応した[地域包括ケアー]を取り入れて進める事。○家族と当事者であるピアが力と考え

を出して、地域で行動していく事が、大切だと話されました。 

 

◆ シンポジウム：テーマ『精神科医療をよりよくするために～私たちは何をすべきか』 

 「問題だらけの精神科医療～出口はあるのか?」 

                    佐藤光展（ジャーナリスト・元読売新聞記者） 

レジュメの話しではなく、今起こっている第２の武漢と呼ばれたクルーズ船を話題にし、

「船内隔離の長期化によって精神の情況は著しく悪化し治りにくくしている。」精神医療と

結びつけて自由をそがれた精神的な影響下の船内は、まるで刑務所。自由の阻害と孤立化は

精神科病院に閉じ込められた患者と同じ。「おかしいよね」と傷ついた患者が立ち上がり人

権を守る会を結成し、グループを作ったという２兄弟の体験談はユーモアと笑いで会場はコ

ロナウイルスの怖さも忘れた雰囲気でした。当事者が前に出て声をあげる事は、本当に大切

な事ですね。精神医療の゛出口に向かい、家族も応援して声を上げていきたいと強く感じま

した。 

 「精神保健福祉法の改正に向けて～ここを変えるべき～」 

       野林信行（九州弁護士会連合会精神保健に関する連絡協議会委員長・弁護士）  

今日は、３つの変えるべき事をお話しします。  

☆１何故精神科医療に弁護士が拘るのか？精神障害への根深い差別偏見と精神科医療が

他の医療と違う点を変えるため。 

☆２精神科医療の非自発的（強制）入院が、権利条約(皆んなが大切にされる社会を作る

ヒントとアイディアがぎっしり)に照らして反してる３点を変える。 

☆３ 精神福祉法の変えるべき事 

＊医療保護入院の廃止、強制入院を明確、厳格に。＊入院中の権利擁護に代弁者の制度

が必要。＊審査の手続きなどの迅速な決定。 
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以上３点を弁護士らしい法律に沿った視点で、わからぬ事も多々ありましたが、お話い

ただきました。(医療保護入院)後で良かったという人も多くいるようですが？オープンダ

ヤローグ方式が良いのかな？ 

 「『病院から地域へ』の加速、そして地域から病院への移行を阻みたい」 

             伊澤雄一（全国精神障害者地域生活支援協議会あみ常任理事） 

伊澤雄一氏(全国精神障害者 地域移行支援事業コーディネーター)は、それは、安心して

戻れる地域の環境整備（グループホームや差別偏見の解消)が、急務です。現状を変えるに

は、様々な行動が必要ですと骨子を述べられました。精神科医療の現状を捉えて～ここが変

だぞ～と地域生活支援の現場の実情を、行政と腹の中まで見える関係となるまで発言し、展

開していく。○ベルギーの改革に倣う。○障害者権利条約を活かす。○精神障害者にも地域

包括ケアシステムを充分に使えるようにする。○精神保健福祉法を組み換える。 

る。○新しい［医療基本法］を制定する。更なる改革に向けては、ピアの活動を地域移行の

主力とし、退院支援の意欲を加速させる。みんなねっと  [心の健康政策構想会議]を再開し

て、精神科医療をよくするぞ！と大きな意義を語られました。みんなねっとの会員として、

大きな期待を持ち、応援して、活動していきたいたいと感じました。 

 「これからの精神科病院はどうあるべきか～そのためにできること」 

                         松原三郎（松原病院院長・石川県） 

これからの精神保健施策の改革は、[入院医療中心から地域へ]の時代と言われて１６年が

経過し、４万人の入院患者が減少しました。近年では、当事者家族が声を上げて以後、退院

日数は、９０日以内と減り、隔離拘束を少なくする努力、地域医療や訪問看護、訪問診療を

強化したり、地域内グループホームや自立訓練施設の連携と増設を進めました。人権問題で

も、本人の希望に沿った退院支援を重視する様になり、退院は促進されました。モデル病院

だけでなく、地域のどの病院でも患者と家族や一般市民の声が反映される開かれた病院であ

るべきと、実体験を踏まえてお話し下さいました。 

 総括「私たちは何をすべきか」    野村忠良(みんなねっと理事・政策委員会書記長) 

  最後に総括として野村忠良氏が参加者数名からの質問をシンボジストにつなぎ質疑応答

が１０分間行われました。内容は次のとおり、 

① オープンダイヤローグ(病気になりかけの人がよいと言われたが、２０年経った人で

も治る) 

② 共有(人の心の話しを聞く。閃いて解決するヒントを学ぶ。困った事を口に出し相手

に返す) 

③ 社会資源(隣人も社会資源。繋がりを持つ。15～16 人で体験を語る) 

④ 精神科医療を変える(政策委員会。自分たちも力を持っている。行政の中で意見を言

っていく) 

 

◆ 閉会 16:00 みんなねっと本條理事長は、「朝早くから精神科医療をよりよくするための多

くの実のある話しを聞きました。これをどのように活かしていくかが鍵。政策委員会でやれ

ばできる。出来るまで絶対やる。」と、力強く閉会のご挨拶をされました。(おわり) 
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じんかれん研修会に参加して 

 

 ２０２０年２月４日（火）かながわ県民センターにおいて、講師品川博二氏による「病め

る家族」とのコミュニケーション／家族にとって、「心の病」をどう受け止めるか？とのタ

イトルでのお話に参加いたしました。お話の中で「娘はこんな病気になってしまった、なん

でこんなに運が悪いんだろう」とあきらめて落ち込んでゆく、そんなときに家族会に入ると、

気持ちが落ち着き良くなる人が多い、あなたは自分の子供についてなにも見えない、自分で

自分が見えない、人のことは良く見えている。 
 自分の苦しみを人にわかってもらう、共有することに

より、苦しみが和らいでゆく、人間の存在様式として、

「かけた情けは水に流す、受けた恩は石に刻む」この言

葉が特に印象に残りました。自立することは「自分で出

来ることはやり通す」「自分で出来ないことは誰かに委

ねる」これが出来ないと自立したとは言えない。 
  対人コミュニケーションの技術として、フィードバッ

ク・相手の言葉をそのまま受け止めて相手にそのまま返

す、否定もせず肯定もしない、シェアリング・言い回し

の枠組み変えてみる、これはうつ病の患者に言うと効果

が高い。 
（相手の言葉を良い意味で言い返すリフレーミング）、

相手の話をよく聞いていない、こちらの気持ちが伝わっ

ていない。 
 最後に＜心理演習＞肯定メッセージ法として、全員で７名のグループを作り一人を扇の要

の位置に置き、本人の右手のメンバーより順に、本人の良い点を直接的・具体的にほめる。

外見ではなく、態度・性格・行動パターンなど内面的な良い点を想像してほめる。演出・誇

張は良いが、嘘をつかない。時計回りに移動し、全員が交代して体験。グループで今の体験

をシェアリングする。 
 この相手を褒めることはとても難しい、ある程度知っている方ならともかく、はじめてお

目にかかった方を褒めるのはとても難しい体験をいたしました。これは、自宅でも家族や当

事者に言ってみるのも、とても有効ではと感じましたが、これは、自宅で家族に言うのは難

しいと、実感した一日でした。 
                               広報委員 桧垣孝博 
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「みんなねっと愛知大会」に参加して 

 

さちの会 青木忍 

 ２０１９年みんなねっと愛知大会「第１２回全国精神保健福祉家族大会」が～だれもが

幸せと感じられる社会を！～をキャッチフレーズに２０１９年１１月７日（木）～１１月

８日（金）の２日間に亘り、愛知県刈谷市総合文化センターおよび愛知県刈谷市産業振興

センターを会場に開催されました。第１日目は、主催者挨拶（みんなねっと理事長本條義

和氏）来賓祝辞（愛知県知事大村秀章氏）基調講演、みんなねっと活動報告、記念講演

「ベルギーにおける地域移行について」があり、第２日目は５分科会と講演会「統合失調

症の大切な考え方と進め方」がありました。 

 私は、第１日目と第２日目の第４分科会「交通運賃の格差是正運動」に参加致しまし

た。第１日目の基調講演は、テーマが「社会で暮らす当事者のために精神医学は何ができ

るのか」と題し、講師は名古屋大学大学院医学系研究科 尾崎紀夫教授の講演でした。 

 講演内容は、精神科医療の目的は、精神障がいの回復を助ける、すなわち症状を良くす

ると同時に、社会で暮らすことが出来るよう援助することである。 

当事者が社会で暮らす為に何を求めているかを、当事者の方々を対象としたアンケート調

査をした結果、社会で暮らす為に必要な項目について上位は、「就職、自動車運転、結婚、

出産、育児」であった。 

 調査結果を意識して、社会で暮らせることが出来るよう援助する、そんな精神科医療を

実現させるため、精神医学を進めるべきであるとのことでした。 

 私が思うに、調査結果は、障害の発症は年齢層が２０代〜４０代が多数を占めるので、

このような切実な回答になったと思います。 

 最近、統合失調症の母を持ち、母を看護して、また精神科医として大変ご苦労してきた

貴重な経験者であります精神科医夏苅郁子先生との出会いがあり、その会話から夏苅郁子

先生が精神医学の研究者へのお願いと称して、当事者・ご家族・および家族会並びに精神

医学の研究者が其々の立場を理解し、本音で話し合い、情報交換により得た貴重な情報を

皆で共有して基礎研究および応用研究に取り入れ活用して欲しいとの会話で、尾崎紀夫教

授は深く感銘されましたとのことでした。 

 私は、大変貴重な講話をお聞きして大変画期的な素晴らしいことと感じました。近年著

しく医学の研究が進む中で、特に精神科医学の研究は他と比べ大変遅れているのではない

かと感じております。是非、最適、且つ効果的な新医薬の向上のためにも基礎研究から、

応用研究まで研究者、医療者、当事者、家族並びに家族会などとの情報交換（含む実態調

査）し、其々が一体となって精神医学研究をされることを大いに期待しております。その

結果として、講話にありました「精神障がいの回復を助ける、すなわち症状を良くすると

同時に、社会で暮らすことが出来るよう援助することである。」との目的により一層、一歩

一歩着実に実現するのではないでしょうか。 

第２日目は、第４分科会「交通運賃の格差是正運動」に参加致しました。 
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・テーマ「交通運賃の割引を求める運動の意義と今後の進め方」 

・講師：原昌平氏「精神保健福祉士、大阪府立大学・立命館大学客員研究員」 

・コーディネーター：前静岡県連会長 杉本富太郎氏 

・メンバー：奈良県連会長奥田和男氏、福岡県連会長一木猛氏、某新聞記者Ⅹ氏 

 交通機関である、鉄道、地下鉄、バス、タクシー、高速道路の通行料、航空機運賃等、

多分野に亘り割引が実現した。 

 名古屋市交通局、名鉄バス、西武グループ、鍵島の岩崎グループ、札幌市交通局等の割

引が実現した。 

 交通運賃割引および航空機運賃割引の具体的事例として下記の紹介があった。 

・西日本鉄道㈱電車・バスが平成２９年４月１日より実施 

・福岡市営地下鉄が平成２９年４月１日より実施 

・筑後タクシーが平成２９年６月より実施 

・福岡都市圏タクシーが平成２９年８月より実施 

・九州市営バスが平成２９年１０月１日より実施 

・日本航空グループが平成３０年１０月１日より実施 

・全日空グループが平成３１年１月１６日より実施  

 私が第４分科会で特に感じたことは某新聞記社のⅩ記者が話した、一般市民からのメデ

ィアを活用しなさい。 

 当日、某新聞社のⅩ記者が同席しており、記者の発言は、各団体及び法人が国会や各事

業者に対して、陳情書や請願書を出すとともに、一般市民からメディアを有効活用しなさ

い大変効果大です。即ち、一般市民がメディア（新聞、テレビ、ラジオ、メール、電話

等）を積極的に活用し日頃の悩みを多くの市民が継続して要望することで各団体及び法人

との両面ＰＲ活動の展開が必要不可欠である。特に一般市民からの沢山の要望はメディア

関係者が非常に敏感に意識して情報網を活用しＰＲしてくれるので非常に効果大で実現性

が大きい。但し、一般市民がメディアを活用する場合の注意点として・・・他の障害との

比較や、苦情の提案、行政や事業者に対す反発的意見や批判は避けること、市民が困って

いる状況を具体的に表現し、「こうしてくれたら・・大変助かります」とか、前向きにご検

討願います・・・など。投稿には表現を十分注意し、数多くの方からの沢山の投稿が必須

と感じた。     

 

 

 

 

 

 



14 

 

心の健康相談 

  お気軽にどうぞ 

心の病の問題について気軽に 

      電話または面接にお出かけください 
現代はストレスの社会です。“心の病”は誰がかかっても不思議ではないといわれています。人間関係

のつまずき、家庭内のトラブル、出社拒否、気分の沈滞、意欲低下、ひきこもり、暴力、自傷行為、不潔

恐怖、受診拒否、服薬中断などの“心の病”やデイケア、地域作業所、年金、障害手帳などの“リハビリ

や福祉制度”に関しても幅広く相談をお受けします。 

 

  一人で悩まずにご相談ください 

      相談は無料、個人情報は厳守します 

◇日時：毎週月・金曜日（除く祝祭日）  １０：００～１６：００ 

◇電話：０４４－８１３－４５５５ 

◇場所：高津区久本３－６－２２ ちどり（地域福祉施設）内 

◇主催団体：ＮＰＯ法人 川崎市精神保健福祉家族会連合会あやめ会 

あやめ会会員の有志が相談技能研修を受けて相談員となり、 

家族の立場にたった対応を心がけています。 

 
              あやめ会ホームページをご覧ください。 

         ホームページのアドレス（ＵＲＬ） http://ayamekai.org/ 

 

  

 編集後記                                

      ２０２０年度４月は、温暖化のせいでしょうか、桜～新緑の季節へと移り 

     新年度がスタートします。 

      それにつけても２月末に新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けての 

「不要不急の外出の自粛等」が出されて以来警戒は緩められず、次は、都知 

事が「感染爆発の重大局面」を示されました。 

世はパンデミックな状態となり、オリンピックも 1年延期になりました。 

      経済、社会、全般を鑑みても、すべてが好転される事、祈らずにはいられ 

     ません。 

広報委員 鈴木郁子 

              


