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ＬＤ等発達障害児・者親の会

「けやき」機関紙

第１１3 号
２０１７年 12 月発行

発行者・代表 三輪 覚子 〒198-0014 東京都青梅市大門 1-787-8

けやきホームページ URL http:// keyakitokyo.web.fc2.com/

ご挨拶

今年もまとめの月となり、この一年を振り返る頃となりました。

会員の皆さま、関係諸機関の皆さまには、いつも「けやき」に心を寄せていただきご

支援を賜りましたこと、この場をお借りしてお礼申し上げます。

特に、会員数の減少や例会企画にアイデアが出せず、愚痴ることの多い私を、いつも

励ましてくれる役員の皆さまには感謝でいっぱいです。

さて、来る 2018 年に「けやき」は設立３０年という節目の年を迎えます。

３０年前、我が子の「生き辛さ」と向き合い、理解と支援を求めて、ともに手を取り

合って「けやき」を立ち上げた保護者の方々の思いを、今の私たちは引き継いでいる

のだろうかと、いつも反省することばかりです。

１９８８年当時と現在では、LD をはじめとする発達障害のある人たちへの理解や支

援は比べものにならないほど多く、進んでいると思います。

書籍やテレビ・マスコミでも取り上げる機会が増えて、一般の方々でもいろいろな

場面で目にする・耳にすることが多くなったのではないでしょうか。

このままさらに理解が進み、「発達障害」から障害の文字が消えて、「個性」として

受け入れられることが理想だと思っているのですが、逆に現在は、ちょっと変わって

いたり、その場に合わない言動があると、何でもかんでも「発達障害」を疑ったり、

障害のせいにしてしまうような雰囲気も感じるようになってきました。また、本人で

あることを、オープンにすることと開き直ることを混同しているようなこともあり、

不安を覚える時もあります。

本人や保護者が望む、本当の理解・支援を求めて、「親の会だからできること」を会

の仲間と話し合い、一緒に進めていくことをそっと心で誓う今日この頃です。

引き続きご指導､ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。

三輪 覚子
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日時：平成 29 年 9 月 24 日（日） １３：3０～17：00

場所：世田谷区三軒茶屋 らぷらす 4 階 研修室

テーマ：「適性に合った仕事を見つけるために、そして職場定着のための支援を学ぶ」

講師：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 東京障害者職業セン ー

セン ー長 井口 修一氏

最近は、コンプライアンス（法令順守）が重視されるようになってから障害者雇用

が増えてきたとのことでした。精神の方は、理転職が多いのは事実で、そのために就

労件数が伸びていることに注意が必要と話されていました。ただ、精神の方が発達障

害者の中にどのくらい含まれているかは不明とのことで、まだ統計的に把握されてい

ないとのことでした。また、精神の方は、就労・定着支援を受けると 80～90％が就

労を継続することができているそうです。

雇用の質の向上がこれからの課題として、正社員ではなく、低賃 という状況を打

破するべきだと考えているとのことでした。発達障害者や精神障害者に対して、ジョ

ブコーチの相談型支援が増えていて、効果を上

げているようです。注意点は次の通りです。

・職場では、ふるまい方が求められている。

・フィードバックは、一緒に考えてあげる。

・受け取り方＝理解の方法を教える。

・業務の切り出しは、知的障害者に向いている。

・人間関係は、お互いの事なので、周囲が理解

してあげること。

・面談では、過去の経験をしっかり聞いてあげること。

・ナビゲーションブックとサポートブックとでは違っていて、前者は本人主体で作成

されるもので、後者は支援者が主体で作成されているものですので、上手く使い分け

て欲しいとのことでした。

≪以下に質疑応答より抜粋≫

質問１：セン ーでは職場実習を行っていますか？

回答１：会社に依頼をしています。主に求人をしている会社となります。

質問 2：職場では何が求められますか？

回答 2：挨拶と報連相（ほうれんそう）ですが、それを受け入れられる人と受け入れ

られない人がいますので、難しいところです。

最近読んだ本は、星野仁彦「発達障害者と仕事に活かす」（朝日新書）とのことでした。

M.T

東京 LD 親の会連絡会３会合同 9 月勉強会の報告
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訪問先：社会福祉法人けやきの杜「みかさ」

日 程：平成 29 年 11 月 26 日 参加者：3 名

知的障害者のグループホーム、マイホーム・みかさは認知症高齢者のグループホー

ムとは少し違い、個室には中から鍵がかけられるので、プライバシーを保ちながら室

内で自分のテレビを見たり、音楽を聞くことができます。精神障がい者のグループホ

ームは食事は自分で用意し、夜間職員がいない（連絡はとれる）ことが多いですが、

ここは食事の心配はしなくても済み、夜勤職員もいるので安心感があります。できる

ことは自分でやり、できないところはサポートしてもらいながら自分なりの生活を楽

しむことができる、それがマイホーム・みかさでの生活なのだと感じました。

（Y．M．）

～。・～。・～。・～。・～。・～。・～。・～。・～。・～。・～。・～。・～。・～。・～。・～。・

国分寺にある、グループホームを見学させていただきました。一見、住宅街によく

あるアパートと思われる建物でしたが、中は居室がたくさんある二階建て住宅という

感じでした。６、7 名用の個室と共用のリビング、ダイニング、１・ 2 階それぞれに

風呂、トイレがあり、世話人さんが食事の用意の他、利用者の必要に応じたサービス

（入浴介助など）を提供してくれるそうです。私は、グループホームというところを

始めて見学させてもらったのですが、とても良い勉強になりました。利用者さんたち

がのびのびと生活されている様子が垣間見られ、安心したと同時に、気ままに暮らす

息子がこうした共同生活を行えるのかと不安にもなりました。世話人さんの「入る前

にどういう生活をするのか、イメージを持って入ることが大事」というお話が心に沁

み、準備が大切と思いました。 （MT）

～。・～。・～。・～。・～。・～。・～。・～。・～。・～。・～。・～。・～。・～。・～。・～。・

「みかさ」は駅から徒歩 10 分。静かな住宅街の中にある２階建てアパートをリフ

ォームしたグループホームです。一番印象に残ったのは、職員の方からお伺いした「事

前にショートステイ等で集団で生活することのイメージを作っておき、それからグル

ープホームに入居した方がより定着しやすい」というお話でした。勿論入居者同士の

相性等の他の理由もあるとは思いますが、コミュニケーションやイメージすることが

苦手な我が子たちにとって、特に大事なステップだと感じました。とても温かい雰囲

気の家庭的なホームで、お訪ねしたのが休日であったのに皆さんで快くお迎えいただ

き、感謝しております。 （Ｈ）

11月例会活動報告 グループホーム見学会
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「自立生活」とはどんなことをいうのでしょうか？

この冊子は、２０代の青年たちが、地域のアパートなどで

一人暮らしをするときを想定し、あくまでも具体的に、暮

らしを成り立たせるには何をしたらよいかを考えるツー

ルとして使えるように、項目を並べてあります。

毎日の暮らしを見直すためには、一人暮らしというシンプ

ルな想定が必要でした。ひとりでできないことも、沢山あ

ります。その項目は、誰に担ってもらえばよいのか、お

があれば解決することか、支援はどこで得ることができる

か、今後を考えていくための基となる材料が、ここにあり

ます。初版発行（2007年）以降、さらに時間をかけて研

究してきた成果を、改訂版としてまとめました。

★販売価格 1 冊 1,000 円（A４版 108 ページ）

★申込み・問合せ・連絡先アドレス

morino@ninjinmura.com 森野勝代

渉外関係より発行図書のお知らせ

「教育から就業への移行実態調査報告書Ⅳ」
≪全国 LD 親の会・会員調査≫A４判 157 ページ

全国ＬＤ親の会が 2016 年 12 月～2017 年 1 月に、18 歳以上の子どもをもつ

会員とその子どもに対して同時に実施した会員調査結果です。会員（保護者）629

人と子ども(本人)509 人合わせて 1138 人から回答が寄せられ、2003 年（発達障

害者支援法施行前）、2006 年（同法施行 1 年後）、2009 年（同法施行 4 年後）、

2016 年（同法施行 11 年後）の 4 時点での比較から、発達障害者支援法施行後、

本人たちの状況がどのように変化してきたのかを示しました。2016 年調査におけ

る教育から就業への移行経路や地域（9 地域）の比較も掲載しています。さらに、「年

齢層」での比較や「診断名」での比較など、新しい切り口でもデー の分析も行い、

厚生労働省等のデー を利用してデー 解析を行っている部分もあり、発達障害のあ

る人たちが置かれている環境がわかります。

また、本人対象の調査については、大学等での修学の状況、就職に向けての意識等

についての調査結果を掲載しています。

★販売価格： 本体 1,３00 円

★問合せ先： NPO 法人全国ＬＤ親の会事務局

〒151‐0053 東京都渋谷区代々木2-26-5 バロール代々木415

ＴＥＬ/FAX 03-6276-8985

E-MAIL jimukyoku@jpald.net

自立生活サポートチェック表 Ⅰ 2017 年改訂版

ひとりぐらしを応援する/生活のためのレシピを作ろう
東京ＬＤ親の会連絡会・自立生活研究会
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東京ＬＤ親の会連絡会より報告

東京都への要望書を提出し、

11 月 28 日に各局より回答をいただきました。

要望書の概要は以下の通りです。回答の詳細については、都側の確認を取ってから

ＨＰにて公開いたします。

≪福祉保健局関係≫

１．一生涯を通して切れ目のない、ＬＤ等発達障害者支援体制の確立

２．専門的人材の育成

３．ＬＤ等発達障害のある人の自立生活援助

４．就労移行支援事業について

５．在宅の支援について

６．放課後等デイサービスについて

７．公的書類のユニバーサルデザイン化

８．ヘルプマークについて

９．各関係機関によるネットワークの構築

≪産業労働局関係≫

１．発達障害のある人への求職活動の支援強化

２．企業に向けた障害者雇用促進のための啓発

３．ＬＤ等発達障害のある人が安心して働き続けることのできる環境整備

４．各関係機関によるネットワークの構築

≪教育庁関係≫

１．個別の教育的ニーズに応える指導の推進

２．特別支援教室について

３．連携について（教職員、保護者、地域等）

４．各関係機関によるネットワークの構築

第４０回全国特別支援教育振興協議会の報告

主催：全国特別支援教育推進連盟、文部科学省、

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所

日時：平成２９年１２月８日（ ） 午前 10 時より午後 4 時まで

場所：国立オリンピック記念青少年総合セン ー 国際交流棟 国際会議室

主題：「学校教育におけるインクルーシブ教育システムの充実に向けて」

☆参加者から感想を頂きました。

●放課後等デイサービスの総費用額が障害児支援全体の 70％近くを占めていると聞き、

大変驚いた。放課後デイの質のばらつきは以前から問題となっているが、費用額に見合

う様に全体を底上げしていくことは急務だと感じた。 Ｔ.Ｈ

●子ども達を取りまく学校教育を知ることは、社会で生き生きと暮らす為に早期からど

のような取り組みが必要かを考えることが出来、とても参考になりました。 Ｋ.Ｎ

●キーワードとして「本人のニーズを踏まえて対応する」が心に残りました。 Ｍ.Ｔ
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みんなで一緒に！ 座談会
第 3 回目のご質問は「子どもの自立～グループホームを検討していますか？」という

ことでした。自立への考え方は、人それぞれ皆違います。

そこで、今回は座談会形式にし、「うちの場合」を語り合ってみました。

参加会員は、M さん（20 歳会社員）、T さん（22 歳大学生）、N さん（41 歳会社員）、

S さん（30 歳会社員）の 4 名です。( )の中は、もちろんお子さんの年齢です。

座談会会場は府中駅前のお洒落な居酒屋さん♡

この日、府中グリーンプラザにて、東京都教育委員会主催の「発達障害教育シンポジウム」

が開催されましたので、参加してきました。社会的自立を見据えた支援をテーマにしてい

たこともあり、シンポジウムを振り返りながら、楽しく・美味しく・自由にしゃべる座談

会となりました。

Q．「自立」にどんなイメージを持っているのかという話題からス ートでい

いですか？

・まだ先のことですが、親亡き後の日常生活ができることを目標にしています。

・大学生なので、就職すること。収入を得て（勤めて）、自分らしく暮らし、社会とつな

がっていてほしいと思ってます。

・(本人が若い頃は)一人暮らしができることを目指してきたが、（途中から）グループホー

ムで暮らすこともありかと気がつきました。

・働くことが自立の第一歩だと思う。家から、外へ仕事に行ってほしいです。

Q．家にいると「自立」どころか、何もしないように感じが、大丈夫かしら？

・親の私たちが若いうちは、子どもは何もしなかった。でも、親が少し弱った時に本人の

方から気がつくようになって来たと思う。自分自身の若い頃を振り返っても、実家にい

た時は何もしていなかったかな。それが自然かも。

親が年をとってきたことを、子ども自身も気がついて、そこから成長するように感じる。

・親と一緒だと伸びない(成長しない)のではないかと不安になります。自分で自分を管理

できるようになってほしい。

・グループホームのことはまだよく知らないが、一番の心配は、うちの子が他の人と一緒

に暮らせるのかというところです。

・「これならうちの子にぴったり・・」というグループホームはないと思う。
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参加してくださった皆さま、ありがとうございました。

「自立」への考え方、取り組み、そして形は千差万別。その子らしく暮らすこと。

親は応援団として、半歩先をナビゲートしつつも、本人自身が選び・納得して生きるこ

とを見守りたいものですね。

Q．その子にあった暮らし方とは？

・本人が選ぶなら、自宅でもグループホームでもどちらでもいいと思う。

・選ぶ⇒選べるようになるには、年齢的な部分も欠かせないかも。

・本人は、普通に暮らしたいと（自分は普通でありたいと）思って生活している。

・友だちとの外出もするが、本当の友だちかどうかは、親には分からないから不安。騙

されたりしないかと心配することが多いです。

・うちの場合は仲間で群れるということに関心がなく、職場の行事にも参加しない。だ

から、グループホームでの生活は考えられない。

・暮らし方を選べるように、親としては沢山の選択肢を用意したいですね。

多くのことを経験させておくのが、親の役割りだと思う。親の体力があるうちにね。

・沢山の選択肢があっても・・・じゃあ本人一人で選べるのかしら？

・これまで無理をさせてきたかもしれない。

誰かに相談できるといいが、「誰に」というところで、つながらない。

コーディネー ーがほしいです。

・区市町村によって支援体制が違うから、どこに相談に行けばいいのか、本人も親も分

からない。

・環境が良くて、サービスがあって、親も楽できるところで暮らしたいね。

・遊びも大切ですよね。

・個々で、できること・できないことが違うから、得意を伸ばすシステムが欲しいね。

・「伸びる」可能性は、社会に出てからもあると思います。（全員賛成！）

さて、次回の質問は・・・

Q．余暇の過ごし方を聞かせてください。
例）うちの子は一人でいることが好きなので、休日はビデオやゲームをして

過ごしています。運動や趣味で楽しんでほしいのですが・・・

※ 皆さんの「お声」を聞かせてください。

メールで三輪までお願いします。

待ってるニャン
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●「人間関係の疲れをとる技術」（朝日新書）￥842.-

著者：下園壮太（元自衛隊メン ルヘルス教官）

概要：自分の感情にフ をせずに、しっかりとケアすることで、人づき合いを

グッと楽にする技術を伝授。今日から使える、実践的スキルが満載。

セミナーのご紹介

◎ NPO 法人 Wing PRO 第４回勉強会

テーマ：発達が気になる子の就労を知ろう

～自己理解の進め方と告知について考えよう～

１部：本田久仁子先生（子ども相談室まーぶる 臨床心理士）

２部：先輩保護者の方たち

日時：2018 年 1 月 21 日（日）13：30～16：30

会場：八王子東急スクエアー 12 階 学園都市セン ー第 3 セミナー室

参加費：1,500 円（当日受付にてお支払いください）

申し込み：事前申し込みでお願いします。

メール wingpro@outlook.jp

ＦＡＸ 042－637－8339

詳細はホームページ（http://www.wingpro.jp）でご確認ください。

◎ 平成 29 年度国立特別支援教育総合研究所セミナー

日程：2018 年 2 月 16 日（ ）～17 日（土）

会場：国立オリンピック記念青少年総合セン ー

http://www.nise.go.jp/cms/9,13793,22,119.html

＜編集後記＞

フィンランドでは、障害のある子どもに対しては障害の医学的診断ではなく、特別

な教育的ニーズの内容によって、特別な教育をどのように提供するかを判断している

そうです。また、フィンランドには障害者手帳は無く、「障害」ではなく「ニーズ」に

よる区分でサービスの提供が受けられるそうです。さすが、福祉国家ですね。このよ

うなことは日本ではまだ出来ないので、「One for All , All for One（一人は皆のため、

皆は一人のため）」の心を多くの人たちが大切にするような世の中になることを願って

います。 M.T

本のご紹介


