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あやめ会の活動と今後の課題
１．あやめ会の活動
主な活動内容は下記の通りです。
副理事長 青木 忍

（１）定例行事
理事会（年４回～６回）、評議員会（原則毎月第Ⅰ土曜日）、心の電話相談事業
（毎月月曜日・金曜日）、相談技能研修（概ね９回～１２回）、家族学習会（年２
回）、交流研修会（年１回～２回）、ＳＳＴ研修会（奇数月の第４木曜日）、公開講
座（２回～３回）、行政等への意見・要望活動（年１回、下記参照）、陳情書活動
（随時）、その他外部団体への積極的参加等。
（２）あやめ傘下の家族会（6 単会、会員数２３２名総会資料参照）
さんか会（川崎区支部）、さちの会（幸区）、こすぎ会（中原区）、すいよう会
（高津区）、もくよう会（宮前区）、泰山木の会（多摩区・麻生区）
（３）あやめ会が運用する事業所
地域活動支援センター 窓の会、地域活動支援センター みなみ、共同生活援
助事業所、ホーム AYAME・あやめサボール
（４）刊行物
あやめ通信（年４回発行）
（５）関係団体活動
じんかれん（副理事長１名、運営委員２名、相談役１名を選出）
以上（１）～（５）については当法人のホームページに詳しく掲載されておりますので
ご参照ください。
また、あやめ会では、毎年継続的に各単会から現在抱えている課題についてご提案を
頂き、あやめ会の評議員会及び理事会で審議検討の上、取り纏め「要望書」として川崎
市長及び川崎市議会の各政党に提出し夫々ヒヤリングをしております。
川崎市長から「回答書」を頂くとともに市精神保健課とあやめ会関係者が出席し「回答
書」についてのヒヤリングをしております。（ホームページ参照）
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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２．今後の課題
（１） 理事および評議員並びに単会会長等役員になりてがなく人選に厳しい、
会員数の増加を図り、特に若年層の開拓に努め役員の若返りが必須。
（２） 事務局機能の強化を推進するとともに賛助会員の積極的展開をし、財源基盤の
強化をしなければならない。
（３） 家族会をホームページ等の充実を図り活性化しイメージチェンジをする。
（４） 精神障がい者に対する社会の差別・偏見を解消するための啓発活動の積極的
推進。
（５） 精神科医療改善（地域移行支援、アウトリーチ等）に向けての関係機関への働き
かけの強力に促進する。
（６） 福祉施策・制度等による他障害との格差の是正、他障害団体との連携を強化する。
（７） ＪＲ割引制度の適用の実現（川崎市市議会議長あてに陳情書を提出した。）
（８） 成年後見人制度の活用 （後見人の金銭事故が後を絶たない現状は問題）
以上

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

平成 28 年度市への要望事項に対する回答
平成 28 年 2 月 15 日、川崎市精神保健課、明田課長と小泉係長から表記の説
明を受けました。あやめ会から山本理事はじめ 13 名参加しました。

１
Ⅰ

主な要望事項
在宅の当事者を対象にした訪問支援や家族への綜合支援などの訪問型福祉サービスの

充実。
（回答）精神障害者を対象とした家庭訪問や家族への支援などについては、保健福祉センタ
ー職員を中心に、精神保健福祉センターや百合丘障害者センターが、チーム体制で支援
協力を行いながら、危機介入や医療に繋げるなどの業務を行っている。28 年 4 月に井
田障害者センターおよび南部地域支援室が設置されることから、さらに訪問支援が充実
するよう、ひき続き、相談支援事業所や地域活動支援センター等の事業と連携対応する。
２

退院後の生活訓練支援や生活支援・介護サービスの給付等アフターフォローの充実、グ
ループホーム等の増設、並びに市営住宅の優先的な入居、賃貸アパートの家賃補助。

（回答）「川崎市福祉センター跡地活用施設整備基本計画改定版」において障害者入所施設
の整備の中で、宿泊型自立訓練施設を位置づけた。
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グループホームに対する補助などは継続できるよう努める。市営住宅への申込みは優
遇処置や収入基準の緩和を実施。賃貸アパートの家賃補助については、実施は困難。
３

障害者差別解消法の実施を控え、差別、偏見をなくすために啓発活動を図ると共に学校
教育における当該学習の実施及び教職員への精神医療保険の研修等をさらに推進。
（回答）障害への理解、偏見の解消、多様性を認め合う、共生社会を目指す教育を行ってい
る。人権尊重教育推進担当者研修において課題を取り上げ、研修を実施している。心の
健康相談支援事業においても学校関係者への啓発活動として、シンポジウムを開催して
いる。「障害者差別解消法」の基本方針を踏まえ市民が障害に対する理解を深めるよう
取り組む。
Ⅱ
Ⅰ

その他の要望
重度障害者医療費助成の助成対象に入院費を加え、手帳２級所持者には、精神科通院医
療費無料化の検討
（回答）精神障害者入院医療援護金交付事業により給付を行っている。身体障害者手帳 1
級・2 級、及び知的障害者療育手帳の重度と最重度の方々が国民年金法などの「障害年
金１級」や所得税法の「特別障害者」の区分に相当することから、精神障害者において
も、同様の区分に当たる手帳 1 級の方を対象にした県の考えに準処し、精神障害者保健
福祉手帳 2 級所持者の助成はしていない。
２

精神科医療について
① 救急医療体制の充実、情報の提供
② 精神障害者の身体疾患を合併する場合の緊急時医療対応の体制確保
③ 自律支援医療の指定医療機関の複数化
④ 精神科医療の受信者に対する定期健康診査受診の徹底指導
「回答」① 精神科救急医療体制の整備については４県市協調にて進めて
いる。休日・夜間の体制整備については、基幹病院に加えて民間精神科病院による平

②

③

日深夜の受け入れを拡充したと共に、より身近な地域での輪番病院の確保に努めてい
る。精神科救急医療に係る医療機関等の情報提供については４県市が関係団体の協力
のもと精神科救急医療情報窓口を設置し・休日・夜間における情報提供を実施してい
る。平日日中は各区の保健福祉センターが相談に応じ 24 時間の情報提供体制を整備
している。
地域で生活している精神障害者の、精神疾患以外の対応については、精神科を有する
総合病院において、一般科と精神科の連携により治療にあたっているが、医療機関ご
とに個別の状況や課題があるところから、実態の把握に努めると共に、国の制度の動
向を踏まえながら、関係団体及医療機関への働きかけを行っていく。
自立支援医療の指定医療機関については、１か所目に指定している医療機関の主治医
の判断でデイケア等の治療上重複がない場合は、２か所目の医療機関との役割の違い
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④

を書面で示すことで、２か所目の医療機関が認められる場合がある。
精神科医療者の受信者に対する定期健診や健康状態の管理については、かかりつけ医
療機関や、各区保健福祉センター、就労又は利用している企業や施設等の様々な場面
や方法で、健康状態の管理や検診の機会が提供されているので、個々の生活状況に応
じて利用を勧めていく。

３

各区の保健福祉センター及び相談支援センターについて、職員数の増員と実務経験者の
配置
「回答」今年度、地域相談支援センターの職員数の増員を図るため予算をつけ体制を整え
た。相談支援センターの相談支援専門員については、国が定める資格要件を必須とし
ており、国家資格等を有する職員を配置した場合に加算がつく仕組みとなっており、
多くの相談支援センターは有資挌者を配置している。

４

在宅の当事者への訪問医療及び家族も対象とする包括型地域支援体制（ＡＣＴ）の普及。
「回答」国の施策において、平成 26 年度より地域移行・地域生活支援の一環として保
健所等において、引きこもり等の精神障害者を医療へつなげるための支援及び関係機関
との調整を行う。精神障害者地域生活支援広域調整等事業へと再編されている。医療機
関によるアウトリーチについては、一部診療報酬化されるなど、推進が図られているこ
とから、国の動向や地域の状況を見極めながら、検討していく。

５ ＪＲ及び私鉄。有料道路等の割引の適用
「回答」大都市精神保健福祉主管課長会議や大都市衛生主管局長会議を通し、国やＪＲ等
に対して要望を行っている。
６ 入院医療費援護金を増額
「回答」横浜市、川崎市、相模原市にて支給金額及び基準について統一した運用を行って
おり、現在では川崎単独の支給増額は困難な状況。
７

自立支援医療及び障害者手帳の更新期間を是正。自立支援の申請・更新に必要な診断料
の無料化。申請書類の簡素化。
「回答」自立支援医療の診断書料、更新期間の延長等は、他自立支援医療制度との制度格
差を是正し、障害者手帖との整合性を図るよう、大都市精神保健福祉主管課長会議を通
して国に要望している。

８

障害年金について申請要件の緩和、無年金障害者をなくすための特別障害給付金の支給
範囲の拡大、障害基礎年金支給額の改善について、国への働きかけ、また、申請書類の

簡素化、申請書に係る診断料の助成。
「回答」障害年金の申請については、平成 27 年 10 月より、これまで受給要件で特定が難
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しかった「初診日」の証明について、診断書の医療機関による照明が得られない場合は、
参考資料により本人の申し立てを認めることができるよう取り扱いが変更された。当事
国民年金の任意加入対象であった学生等を対象として、国民年金に任意加入していなか
ったことにより、障害基礎年金等を受給していない方への福祉的処置として、平成 17
年より特別障害給付金制度が創設される等の救済策が講じられているところ。本市も無
年金者への対策の推進について、他の政令都市と共に国に要望している。障害年金の申
請に必要な診断書作成費用については差額ベッド料などと同様、医療機関において任意
で料金設定ができるので理解を。
９当事者や家族が安心してショートステーができ、医療面のサポートも可能な施設や仕組み
の整備。
「回答」
「相談支援緊急一時支援事業」を平成 27 年 3 月より開始した。医療的な
支援や家族の滞在施設については今後検討する。
１０ 当事者の就業機会の拡大を図る。
「回答」精神障害者の就労支援施策については、民間企業の雇用促進もふまえ積
極的に取り組む。川崎フロンターレ等のスポーツやカワサキハロウィンなどのエンター
テインメントの場でスタッフとして働く機会を、年間 365 人の参加を目標に働くきっか
けの場の創出をしている。障害のある方の就労後の定着を図るため、民間の就労支援事
業所と協働により本市独自のＫ－ＳＴＥＰプログラムに試行的に取り組んでいる。障害
者への業務発注（3 号隋契）については、障害者優先調達推進法の趣旨を踏まえ積極的
発注に努める。
１１ 相談員の法制化
「回答」相談員の法制化については、国へ要望。
１２ 家族会活動の定例会場の確保への協力
「回答」家族会定例会の参加に関しては、各単会と区担当者で相談。家族教室は毎年各区
で実施しており今後も実施していく。区役所会議の使用については「原則として行政に
資することを目的として開催される会議に限るもの」定期的な利用は難しい。しかし保
健福祉センターの利用も考えられることもあるので担当者と相談。
１３ あやめ会への地域精神保健福祉対策促進事業の委託を継続
「回答」平成 28 年度も継続できるよう努める。

広報委員

回答全文は、あやめ会ホームページ(http://ayamekai .org) に掲載予定（6 月）
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「私たちの町にも ACT を！」
～岡崎公彦氏のお話しを聴いて～
泰山木の会 加藤太重
平成 28 年 2 月 6 日(土) 15:05～16:30、社会福祉施設「ちどり」において、講師:岡崎公
彦氏（岡崎クリニック院長 ACT－ONE チームドクター）、演題:「精神障がい者への関わり
とアウトリーチ」の講演が、あやめ会主催で行われました。
土曜日のお休みにも拘らず、44 名と大勢の参加者がありました。家族にとってひきこも
っている人の訪問対応の実態には強い関心のあることが見受けられました。
1．岡崎クリニックについて
所在地は、東京都墨田区にあり、訪問診療・往診専門のクリニックで、ACT（包括型地域
生活支援）をモデルとしたケアマネージメントを実施されている。スタッフは、医師１名、
精神保健福祉士２名、看護師２名、作業療法士１名でチームを組んで対応している。訪問エ
リアは、クリニックを中心とした墨田区・台東区・荒川区と足立区・葛飾区の一部。
対象訪問エリアの人口は約 80 万人、対象エリア内の保健センター数は 8 か所、対象エリ
ア内家族会数は 4 団体、対象エリア内には精神科病院はない。
2．岡崎クリニックを開業した背景
① 慢性の長期入院者は減っている、② 地域と病院の間に大きな溝があり、意志疎通や
情報の共有ができていない、③ 重度の精神障害を持った方への対応は不十分、④ リカバ
リーという概念や ACT との出会い、で、重度の精神障がい者が自立して地域で生活していけ
るために支援していこうと決心された。
3．岡崎クリニックの理念
社会や地域から孤立している方々を対象に、①
の実現を共に目指す。②

利用者の可能性を信じ、彼らの夢や希望

利用者のリカバリーとして、実現しやすい地域作りを他機関との

連携で行う。③ 利用者との対話を通し、その人が「大切にされている」と実感できる関わ
りを大切に、地域で下支えする機能も持つこと。
4．利用者
病院や相談支援センターから相談を受けている。利用者の主な病名は、統合失調症・双極
性感情障害等の精神疾患である。
5．ACT（包括型地域生活支援）の特徴
①

重度の精神障がい者が対象、②

多職種の専門家でチームを構成、

③ スタッフ一人に対し、対象者 10 人（岡崎クリニックの場合）、1 人
の利用者のケアをスタッフ全員で共有する、④スタッフが交代で 24 時
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間対応、⑤
う、

自宅や職場など利用者が実際に暮らしている環境の中で効果的な相談支援を行

6．提供されるサービス
①

薬の処方と提供、②

病気と服薬を利用者が自己管理するための支援、③

危機介入、

④ 入院期間中の継続支援、⑤ 日常生活の支援、⑥ 身体的健康に関する支援、⑦ 就労
支援、⑧ 当事者だけでなく家族も担当を付け、アセスメントをして支援、⑨ 社会的ネッ
トワークの回復と維持のための支援。
７．ACT における重要な概念
1）ストレス－脆弱性（素質、後天的能力・対応力等）モデルとは、個人
が
持っている病気になりやすさに心理的な社会でのストレスが重な
って、発症や再発を起こす。これに対して、服薬維持、対処能力の向上、
支援体制の充実で回復できる。
2）リカバリーの向上とは、本人が希望を持て、動機づけができ、自信が持て、人生に意義
を感じられ、自立していくことである。言い方を変えれば、病からの回復というよりも、
人生の回復である。
3）ストレングス視点とは、疾患や障害、問題点に焦点を当てるのではなく、利用者が本来
持っている能力や環境側の潜在能力にも着目し、それを引き出し、活用したり、セルフ
ケア能力を高めたりすることに重点を置く。
環境側の潜在能力とは、利用者を取り巻く人々の支援力や地域が持つ資源や問題解決能
力である。
普通の医療では、本人の「問題や障害の部分」に目を向けている。本人が自分の力に気
づき、健全・健康に働いている部分に目を向け、障害部分を小さく見ていくと、主体的に
行動できるようになる。
8．具体例の説明
3 人の具体例について話があった。効果的な介入をするには、本人との信頼関係をどの
ように構築するかが重要である。クリニックと本人との安定的な関係づくりに大切なこと
は、①本人の歴史を知る、② 誰が何に困っているかを知る、③ 家族、地域や関係機関
へアプローチを行う、などである。「薬を飲みましょうとか病気ですから病院へ行きま
しょう」は禁句であるようだ。
岡崎先生のお話を聞いて、当事者本人との信頼関係を構築する上で、病気の面に目を向け
るのではなく、本人のことをよく調べ良いところ、趣味など好きなことに目を向け、会話を
していくことの大切さを教えられました。また、岡崎先生にご相談するには、川崎市の住民
は対象エリア外なので難しいですが、今日のお話しの当事者本人への対応について大いに参
考になりました。感謝します
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WRAP
～元気回復行動プランＷＲＡＰ～
泰山木の会

鈴木郁子

2016 年 2 月 25 日、エポック中原に於いて第 10 回あやめ会公開講座が開かれ参加しまし
た。今回は地域活動支援センター長、WRAP ファシリテーター(まとめ役) アドバンスレベル
(上級)、増川ねてる氏の「WRAP～元気回復行動プラン」のテーマで講演が行われました。
WRAP とは、“Wellness Recovery Action Plan”の略で、メアリー・エレン・コープラン
ドという人が中心になりアメリカで考案された技法で、「元気回復行動プラン」と訳されて
日本に紹介され、全国から注目されている考え方です。
私は、「WRAP が川崎にきます。元気回復プランを知ろう。」と書かれたあやめ会のチラシ
を見て、「あ！元気になれるプランでも立ててくれるのかしら？
これは面白そう。時々へこんでしまう私にうってつけかも。」と
期待して参加しました。参加者数 : 60 余名(家族会、当事者、サ
ポートをされている方々など)。
〈第１部〉増川先生は会場に到着してから、30 分くらい仮眠をさ
れ、まさに講座のテーマ「元気回復行動プラン」を実践されての
ご登壇でした。新潟県小千谷市で和菓子屋「菊園」の長男として
生まれ、今は 45 才。15 歳で発病し、病が進んだ 19 歳のときから
27 年間の人生とご自身の経験から作り上げた WRAP (元気回復行
動プラン)についてお話しされました。
―東京の大学に入学し 19 才の時、妄想や頭がこわれる感じが強くなり、大学の保健室を
訪ねて、近くのクリニックを紹介された。そこで精神の病気だと云われた。いい薬を飲めば
治ると思い飲んだが、薬が切れた時は、倒れたこともあった。処方された薬(セパロン)を飲
んで少しはホッとしたが、やがて頭がボヤッとしてきた。大学は中退した。薬を 2～3 年止
めた。結婚もした。生活のためパン職人の仕事をした。集中力がなく、火傷をしたりして辞
めた。好きな日本語教師の資格は勉強して 2 年で取れた。しかし、会社に就職するも続かず
失業。職もなく、離婚をし、生活保護を受けることになった。初めて行政と結びつき市川市
に住民票があるので、そこに留まり、ひきこもり住む。ヘルパーさんが来るようになり、新
しい施設を勧めてくれた。作業所へは副作用に悩まされながら通った。そこで当事者活動の
ピアサポーターをやった時、WRAP の仲間と出会った。自分が変われたのは、ピアの仲間と
のつながりができ、孤独から解放されたからです。『自分のことを親身になって分かる！』
と言ってくれた。『散歩するといいよ！運動してみたら！もろみ酢を飲むといいよ』等々言
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ってもらえて嬉しく希望がもてた。いろいろ言われたが、同じ苦しんでいる仲間の言葉だか
ら率直に聴くことができた。もろみ酢がめちゃくちゃ効いた！もろみ酢の友に感謝！「朝起
きられなかったらカーテンを開けたまま眠るといいよ！朝の光で目覚められるよ！」ヒント
は誰かの人生にある！自分たちは生活を生きているんだ！科学的にも生きるヒントは生活
の中にあるんだ！と確信しました。自分と同じ境遇の人の話を聞く。答えはシンプルです。
自分を取り扱うコントロール方法で、自分の元々の力を取り戻す。疲れた時の生活の工夫は、
どんなことをしたら元気になったかを人に訊いてメモしました。健康は作り出すことができ
る。自分にだけ効くものがある(※「WRAP は、あなたが自分自身の健康と元気について主導
権を握ることができるように力を与えてくれます」(メアリーエレンコープランド)。
自分が元気なときに、元気に役立つ道具箱をつくり、これに 6 つのプランを考えて入れて
おきます。① 日常生活管理プラン② 引金に気づき、対応するための行動プラン、③ 注意
サインに気づき、対応するための行動プラン。④調子が悪くなってきているときのサインに
気づき、対応するための行動プラン。⑤ クライシスプラン。⑥ クライシスを脱したときの
プラン。悪くなった時の原因をメモして道具箱に入れておくこと。健康保険証、障害者手帳、
自立支援医療証、障害年金手帳、診察券、お薬手帳、医療機関医師、様々な専門職(区役所
障害課、支援センター、ケアマネージャー作業所、デイケアー等)の人と電話番号、銀行通
帳、カード、車や家の鍵などの置き場所を信用できる人に教えておくこと。好きな食べ物を
買う。仲の良い友達と会う。散歩する。深呼吸する。役立つ行動や１日にしなければならな
い食事や服薬をきちんとすること。１日３回リラクゼーション(仮眠)をとること。毎日１時
間くらい自分の好きな趣味をしてみる。徐々に回復した手順を具体的に書き留めておくこと。
週 1 回くらい誰かヘルパーさんに家事を代わりにやってもらうよう依頼する等々。―
32 才でこれからどう生きて行こうか？それまで病と向き合った経験から自分の WRAP(元
気回復行動プラン)を作り上げ、皆に伝え友達の体験や知恵をも自分の想いとしていくたく
ましさで、生き生きと元気回復された増川先生のお話しを聴き感動しました。

〈第２部〉講演の後、WRAP ラップの体験がありました。この時はなんと参加者みんなが笑
顔になり、会場が楽しい雰囲気に包まれたのはビックリポン！でした。素晴らしい楽しいお
話しをいただき、増川ねてる先生！ありがとうございました。
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精神障害者の家族会がなぜ大切かを考える
川崎市中原区精神障がい者家族会（こすぎ会）代表

長加部賢一

この文書は、2016 年 1 月 28 日に行われた「中原区精神障がい者家族のつどい」でおこな
った報告を整理し、加筆したものです。なお、「つどい」には、中原区役所高齢・障害課か
ら 2 名、なかはら基幹相談支援センターから 1 名、市議会議員が 4 名出席しました。
はじめに
川崎市中原区で精神障がい者の家族会（中原区精神保健福祉家族会、通称「こすぎ会」）
の代表をしています長加部です。家族会として会員以外の方に広く呼びかけ、こうした「つ
どい」を行うのは初めてです。同じ境遇にある家族同士が一同に集まり、労をねぎらい、体
験を交流し明日への希望につながる機会を持ちたいと思い開催しました。そして、まだ家族
会に入っていない方には、ぜひ家族会に入っていただきたいと願っていす。本日の「つどい」
をスタートに家族同士が交流できる機会を続けていきたいと思います。
１、家族会の３つの大切
同じ境遇の家族にとって家族会がなぜ大切なのか
妻が病気になって私自身が体験した家族会の大切さ
を３つ紹介します。
支え合いで共感と安心感が得られる場
第一に、同じ境遇の家族同士が支え合い励ましあ
いながら、共感と安心感を得られる場が家族会です。
「つどい」を行うにあたって改めて家族会とは何かを考えようと思い会員さんにアンケート
行いました。「家族会に入って良かったことは何ですか」の項目でしたが、お子さんが当事
者のお母さんは、「27 歳で発病し、現実を受け入れることが大変困難で、マイナス面ばか
り気になりどんどん悪くなるばかりだったが、家族会に入り話しあうなかで、同じ思いをし
ていることで気持ちが楽になった」。同じく、お子さんが当事者のお父さんですが、「悩み、
苦しみ、困りごとを一人で抱え込んでいたが、相談できる方々がいると思うと心強く、気持
ちが明るくなった。精神障がい者を抱える親の偏見もあったが、同じような思いを聞き家族
同士が励まし合いながら前向きにがんばらなければと思った」。などなどです。
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アンケートで共通していたことは、発病するまでの苦労や発病してからの大変さを一人で
抱え込んでいたが、家族会に入り何でも相談できる仲間がいることで気持ちが明るくなった
ということでした。
家族は、受診にいたる段階でも困惑し、いらだち、不安になります。さらに、受診で統合
失調症などの精神疾患だとわかった時や幻聴、幻覚などの急性症状に直面した時は、パニッ
クになり、冷静さを失い、「なぜうちの子が」「私の育て方が悪かった」などと自分を責め
落ち込み抑うつ的になる方も多いと思います。さらに、私の場合、妻が入退院をくりかえし
ていますので、状態が悪化したときの対応の大変さ。幻聴、妄想などへの接し方の困難さ。
日中一人でいるときの過ごし方、病院や薬の選択などなど不安や悩みは尽きません。家族が
高齢になれば親なき後の問題も悩みだと思います。
多くの場合、だれにも相談できず家族だけで抱え込み、家族が心身ともに疲労し孤立てし
まうというのが現状ではないでしょうか。
それだけに、同じ境遇の家族同士が、つらさを語り合い、苦労を分かち合い支え合うこと
がどうしても必要であり、それができるのが家族会です。私自身も、家族会に入り、他の家
族の方の体験談などを聞くなかで、励まされ、気持ちが楽になり、すこしづつ冷静に対応で
きるようになってきました。
《支え合い、励まし合う家族会活動》
家族会は何を行っているのか具体的な活動をいつくつか紹介します。月に 1 回「何でも話
そう会」を行い抱えている悩みなどを出し合い交流しています。当事者の病状も様々で急性
期で入院中の方、退院したが自宅で引きこもりがちな方、落ち着きつつあるが波がある方、
10 年、20 年と経過し就労している方などそれぞれですが、これまでの苦労、葛藤、今の思
いなどを何でも出し合い体験談を語れる場になっています。
さらに、会員さんが特技や趣味を生かして親睦、交流をしています。「着付け教室」や古
着などを再利用して手作り品をつくる「手作り会」、父親同士が学び交流する「父親の会」
を、それぞれ月に１回開催しています。また、当事者がメール便を特定の地域に配達する活
動「オリーブの木」を毎週行っています。
家族会は各区にあり川崎市全体の家族会は NPO 法人「あやめ会」といいます。そこでは「心
の健康」相談、電話での相談活動。「引きこもり支援」の訪問活動、バスハイクなど当事者
や家族を支え合う活動を様々に行っています。
（7 月号へつづく）
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「障害者権利条約は
精神障害者と家族の生活にどのような変化をもたらすか」

県民のつどい

「障害者差別解消法」が 28 年 4 月から施行されます。差別的取り扱いの禁止、合理的配
慮の提供、障がいのある人への差別をなくす社会を目指す法律です。
1990 年にアメリカが最初に障害者差別禁止法（ＡＤＡ）をつくり、以降法制度の波は世
界中に広がって行き、2006 年国連障害者権利条約が採択された。
障がいがあっても、昔は 7 人家族のサザエさんの世界だと支え合うことができた。今の日
本の家族は磯野家の三分の一かそれ以下になっている。核家族化が進むなか、障害者制度改
革が整備され、国でみていくように福祉が見直されてきた。千葉が初めて障害者の差別をな
くす条例を作り、野澤氏も研究者の立場で協力をして現在の推進母体となっている。
第Ⅰ部 差別と合理的配慮：差別的取り扱い：障害を理由に大学入試を受けさせない、障害
を理由にレストランの入店を拒否、障害を理由に選挙権をはく奪。
合理的配慮義務違反：受験し合格したが、大学にエレベーターがなくて教室まで行けない、
車いす用トイレもない、
「障害者の方もどうぞ」と言われるが、階段や段差で店に入れない、
後見人が付いている知的障害者も選挙権はあるが、候補者名の漢字が読めず投票できない。
公立学校で：バリアフリー化、教職員に対する障害理解の研修、一般児童生徒や保護者に対
する理解、啓発、聴覚・視覚障害・学習障害（デイスレクシア）などに対する情報保障、
介助員、個室の配備、感覚過敏やパニック障害に対する通学時間や教室な
どに配慮、発達障害児への相談支援。
合理的配慮の形態：決め方・やり方の変更…ラッシュ時の通勤を避けられ
るよう、パニック障害の人の勤務時間の変更、
物理的形状の変更…トイレの改造、スロープの設置、
補助手段の提供…視覚障害者への音声読み上げソフトの提供。
雇用の場：作業手順を大きな字やイラスト写真で説明し壁に貼る、障害の特性を理解したジ
ョブコーチをつけ会社の指導担当職員が研修を受ける、精神障害者を支援する事業所では横
たわることのできるソファーを用意する。
第 2 部 阿部賢一氏（ピアサポーター）・平塚家族会 田川靖子氏・助言者：野澤和弘氏
今迄にどんな差別を受けてきたかではなく、どうしたら無くしていけるか、差別や偏見の
ない社会を目指していきたい。いずれも学校教育が大切だと、大人になって共生する社会
において、自然なかたちで溶けあえる環境作りに意味がある。まだまだ時間はかかる。野
澤氏は、それぞれの違いを理解し合い、多様性や包容力のある社会を目指したい。障害者
だけでなく全ての人に優しい社会にしなければならない。
広報委員

場所：小田原市民館 （12/4）
講師：野澤和弘氏 1983 年早稲田大学法学部卒業、毎日新聞社入社,現在 2009 年から論
説委員として活躍中。著書「あの夜君が泣いたわけ」「条令のある街」など多数。
主催：NPO じんかれん：小田原｢梅の会｣
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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、秘密は厳守します

◇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法人あやめ会（川崎市精神保健福祉家族会連合会）
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。
編集後記
厳しい寒い日々が過ぎ、色とりどりの花が咲きはじめ
行きかう人々の足取りも軽やかな快い季節になりました。
今年も広報委員一同フレッシュな気持ちで編集に携わり
たいと思いますのでよろしくお願いいたします。
広報委員 S・H

QR コード：あやめ会ホームページ http://ayamekai.org/
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