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日時：2018年 1月２６日（土）

１３：３０～１６：００（１３：３０に集合）

場所：東京都多摩障害者スポーツセンター

  味の素スタジアム 第2集会室

★住 所 調布市西町３７６－３

★最寄り駅 京王線「飛田給」駅北口 徒歩20分

★送迎バス 飛田給駅・谷保駅・国立駅より無料バスあり

ＬＤ等発達障害児・者親の会

「けやき」機関紙

第１１６号
２０１８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/

1 月例会は見学会も兼ねて実施します！

今しか行けない・・かもしれません。

改修中のため、仮施設「東京都多摩障害者スポーツセンター」の見学を兼ねて、

「味の素スタジアム」に行ってみましょう。

センターはスタジアムの入り口とは反対側です。集会室に直接集合ですから、各自

で事前検索しておいてくださいね。12 月例会の時に詳細打ち合わせをします。

（12月に欠席の方で）1月見学会参加希望の方は、当日までに、三輪までご一報

ください。よろしくお願いします。

皆で１月例会に参加しましょう♥
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三会合同勉強会 『親亡き後を見据えて～将来の生活に向けて今からできること、

知っておきたいこと～』 講師：NPO法人WEL’S 堀江里美センター長

三軒茶屋らぷらす ４階 研修室 9月３０日（日）１３：００～１７：００

参加者の感想を

◎ 当日は就業・生活支援センターとしての活動内容や就労支援の基本的な流れ、職

場適応において大切と思われることなどの講演を聞き、ワークシートを使った演習に

もチャレンジしました。就労や職場定着がうまくいくその土台として、本人の中に自

己肯定感や自己有用感があることが大切で、それを育てるには、本人がわかる、選ぶ、

決める、振り返るという経験を積み重ねることができるコミュニケーションが必須で

あるというお話が特に記憶に残りました。親としての接し方を反省しつつ、支援して

くださる方々にもこうした認識を持っていただきたいと切に思いました。 T.M

◎ 障害者就業・生活支援センターの活動内容や就労支援の説明がありました。職業

生活に必要なコミュニケーションについてなどの講演でした。ワークショップによる

面接に必要なスキルを学びました。相手の意見を誘導せずに話しやすい雰囲気づくり

が必要とのことですが、そこが大変難しいところで一番の要だと思います。 M.T

◎ 今回、「将来の生活に向けて・・」ということを、念頭に置いていたこともあって、

ワークショップの内容に少し戸惑いました。が、自分たちの身近な問題を例にして、

話し合いながら問題解決シートに書き込んでいく、ということを通して、実際何か問

題が起きた時、どうしたら冷静に筋道立てて複数の解決策を考えられるのか、学ぶこ

とができました。

ただ、問題を解決するのに本人だけではもちろん無理ですし、これを家族（親？）

がやるとなると、そこまで冷静にできるのか、少し不安にも思いました。また、幸運

にもどこか誰かの支援で幾つかの解決策が考えられたにしても、それを本人のみの力

で実行に移すのは困難でしょう。親が元気なうちは親がやるにしても、いつかはでき

なくなる時がくる。

今後は、そんな不安が少しでも軽くなるように、具体的な方策を考えていきたいと

思います。 Y. A

◎ WEL’S TOKYOからお二人の方に来ていただき、障害者職業・生活支援センタ

ー（ナカポツセンター）の役割から就労支援の流れ、職場適応、定着や生活を支える

ためのコミュニケーション等について、幅広くお話をお聞かせいただきました。

まず私が大きく誤解していたことを一つ。「職業」と「生活」の間に「・（ポツ）」

が入っているので、同センターは「仕事関係」も「（地域での）生活」も両方支援し

て下さるところだと勝手に思い込んでいたのですが、実はそういう意味ではなく、「就

業生活（仕事を続けていくための生活）」を支援するところだということでした。例
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えば退職した後の地域での生活は、ナカポツではなくて地域の生活支援センターが支

援して下さるそうで、恥ずかしいお話ですが、私は全く分かっていませんでした。

勉強会の後半にはいくつかのグループに分かれて、例題として自分の生活上の課題

を書き出し、自分の状況や周りへの影響、相手の気持ち等も踏まえた上で、解決策を

メンバーで出し合うというワークを行ったのですが、自分とは違った視点の意見や思

いつかないような評価や解決策が出てきて、改めて自分と周りには違いがあるものだ

なと感じました。

発達障害のある人は、様子の判断や状況理解、伝え方が上手くない場合も多いので、

このようなシートを使って一つ一つ目に見える形で整理していけば、混乱せずに理解

しやすいのではないでしょうか。家でもやってみようかと考えています。 （H）

◎ 勉強会に際し三輪会長より「勉強会、お知り合いの方にお声がけください」のお

言葉があり、今年も居住地の仲間のお母さんに声をかけ一緒に参加させて頂きまし

た。

地元の親の集まりで就労支援機関とは、相談や講演会で繋がりを少ずつ広げていま

すが子供に合う生活面の支援はなくまだこれからです。住居地の担当地域の就労・生

活支援センターは利用するには交通面で遠いこともあり伺ったことはなく、今回は子

供の就業先の担当地域の就労・生活支援機関のお話が伺うことができ参考になりまし

た。仲間の集まりで学校の進学先や在学中から利用した相談先・訓練の場所・アルバ

イト等の情報交換をして一覧に纏めていますが「就労支援の相談機関」(仮称)の表は

分かりやすく、更に欲を言えば国・都・市区町村の別があると初めての若い親の方に

良いのではと思いました。また、一緒に行かれたお母さん中に「ワークは初めての経

験でお話を聞くだけより具体的でよかった。まこのような機会があったら参加してみ

たい」との声がありました。 （Ｈ）

◎ 息子は就職して１０年経った今も「働く」意欲を持ち続けているが、親から見る

と今の生活パターンが変わると、仕事も生活も両方だめになってしまうのではないか

と常に不安です。そんな私には、堀江先生の「仕事は生活の一部」という言葉が印象

に残りました。好きな仕事と支援者に恵まれている今こそ、将来の生活に目を向ける

タイミングだと言われたような思いがしました。

勉強会の後、息子と「分ける家事・一緒にする家事」を考えました。案の定「一人

暮らし」ということへは拒否感が強いままですが、帰宅してからの用事が少しずつ「一

人でやる」に増えているように感じます。

今回の勉強会では、「就業・生活支援センター」の取り組みが分かったとともに、

参加者同士で話し合うワークもあり、相手の話をしっかり聞くことの大切さ・難しさ

も学びました。「話し役」となった私自身は、いっぱい話せてすっきりしました。こ

の体験を忘れないようにしたいです。 M.S
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第６回目はお子さんたちの将来の暮らし方についてです。ようやくお子さん

の職業生活が安定してきた今、改めて先のことを考えると、また新たな不安が

生じたという会員さんからの質問です。皆さんは子どもの将来の暮らし方について

どのように考えていらっしゃいますか？今回は例会に参加してくださった皆さんか

らのお話を中心にまとめました。（紙面の都合上、一部内容を編集しています）

Q.将来の子どもの暮らし方は、どのような形が良いと考えていらっしゃいますか？

ἳ�Aさんより：現在は一人暮らしをしていますが、災害など不慮の出来事が起きた際に、身近に
支援者がいてくれる環境が安心なので、グループホームが良いと本人も言っています。但し、

集団生活が苦手なのでプライバシーが守られる独立型を希望したいです。

ἳ�Bさんより：現在、地元の通勤寮を体験する予定で、そこで基本的な生活スキルを身に付けて
もらいたいです。ただ、通勤寮は二人部屋なので、プライベートが確保できる通過型グループ

ホームの方がよいか迷っています。どちらにしろ２年後には他に移らなければならないのです

が、その際、都合よく永住型グループホームに空きがあるかわからず、空きがなければ、一般

のアパートを借りて暮らさなければなりません。その時、自分でやっていけるのか不安に思い

ます。

ἳ�Cさんより：通勤寮にいました。二人部屋でプライベート空間がなく窮屈だったようです。で
も、２年の内に次の段階（グループホームや個人住居）に移っていく先輩を見て、それを目標

として頑張ったようです。親としては通勤寮で生活リズムやお金の使い方を学ぶことができ、

かつ、お金もためることができてメリットがあったと思います。

ἳ�Dさんより：家での暮らしを続けると思います。その子の持っている特性があるので、集団生
活は難しいと思っています。

ἳ�E さんより：通過型グループホームを卒業すると、その近隣にある公営住宅を個人で借りて暮
らし、食事や生活のフォローはグループホームのスタッフに頼めるという事例もあるようです。

ἳ�F さんより：自宅にて、親、兄弟、姉妹でできるだけ生活をフォローし、該当年齢になったら
老人施設の障害枠を利用してもよいかと考えています。

ἳ�Gさんより：個人でアパートを借りて、食事と大掃除について、公的な支援をうけて生活して
います。仕事を持つ子どもが、自分で買い物から食事の準備までを毎日するのは、時間もかか

ってとても大変で、生活が成り立たなくなってしまいます。こうした自立した生活のためには

食事の支援は絶対に必要だと思います。

ἳ�Hさんより：親としては、グループホームなどを経験して、生活のやり方を学んでほしいとこ
ろです。しかし、子どもは経験者の話を聞いて、グループホームの生活を嫌ってしまい、一人

でアパートを借りて暮らしたいと希望しています。まずは、実家の近くに部屋を借りて、親の

援助を受けて暮らしてみるところから始めてみようかと思います。食事については、初めは家

族と一緒でも、少しずつ自分で用意できるよう慣らしていきたいです。

みんなで一緒に！ 待ってる

ニャン
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東京ＬＤ親の会連絡会 活動報告

11月 27日（火） 東京都へ提出した要望書の回答がありました！

。

都庁第一本庁舎の会議室にて、連絡会よりにんじん村2名、ルピナス3名、けやき3名の

参加で、各局担当者からの回答および質疑応答の機会を設けていただきました。私たちの要

望書は、行政と共に発達障害のある人たちの問題解決に向けて話し合うために提出していま

す。今回も東京都からは要望項目に沿った、それぞれの担当者が出席してくださいました。

対象の子どもたちが成長するにつれて、新たな項目が増えるとともに、内容も多岐にわた

るようになってきました。しかし、最初からの重点事項となっている「格差問題」は依然と

して解決されないままということもあります。

回答のために各局とも1時間ずつ対応してもらいましたが、とても短く感じ、もっともっ

と話し合える機会が設けられないかとの思いが残りました。

回答記録は、各会で分担してテープ起こしをしています。ＨＰ等で公開の予定ですから（今

年度中予定）、会員の皆さんは必ず目を通していただき、今後に向けた意見を寄せてください。

このような活動に参加できるのは、親の会会員ならではのことです。

次の機会にはぜひぜひ、多くの皆さんの参加をお願いします。

要望として提出した主な項目について

３局とも、関係諸機関とのネットワークを構築し、地域による支援内容格差がでないよう、

都内全域をまとめる立場となってほしいと、以下のことを要望しました。

【福祉保健局関係】

・一生涯切れ目のない支援体制の確立

・ LD等発達障害についての専門的知識をもった人材の育成

・自立生活に向けた援助（職場定着、GHを含む住宅支援）

・放課後等デイサービス事業の充実

【産業労働局関係】

・求職活動支援の強化

・企業に向けた障害者雇用促進の啓発

・就労生活継続のための環境整備

【教育庁関係】

・全ての児童生徒が安心して学べる環境整備

・特別支援教育と合理的配慮（ICT機器の使用と充実）
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日本LD学会第27回大会（11月 23日～25日）が新潟朱鷺メッセで開催されまし

た。

「発達障害のある子どもたちのインクルーシブ教育システムの構築－特別支援教育の

10年の成果とこれからを考える－」を大会テーマとして、多彩な発表が企画され参加

者は3,000 人近くになり、各企画が終了するたびに大勢の参加者が移動する姿が見ら

れました。

初日(23日)は、けやきの「キャリア教育講座Wing」でお世話になった榎本容子氏（国

立特別支援教育総合研究所）の学会受賞記念講演、榎本氏から「学齢期から段階的に取

り組めるキャリア教育が様々な関係機関の連携によって、実践されていく必要がある」

と提言されました。

午後の自主シンポジウム「家庭と教育・福祉・就労の連携によるキャリア教育」（企画

者：榎本容子氏）では、親の立場として発表をさせて頂き、家庭や福祉、教育の連携に

よって社会性の向上や自己理解・仕事理解を深める取り組みの在り方ついて会場と意見

交換しました。会場は満員になり有意義な時間となりました。

2日目は9時から「特別支援教育の10年、これからの10年」親の会、教育委員会、

大学、学会のそれぞれの立場から、テーマに沿ってお話を聞きました。

適切な保護者支援が保護者を育てること、どのような支援も制度も、子どもにとって

利用しやすく確実な効果が担保されなくてはいけない等の言葉に心強さを感じました。

また、親の会企画シンポジウム「発達障害のある高校生の実態調査から見た現状と課題」

では親の会調査による現状とニーズが発表されました。

3日目は「放課後等デイサービスにおける特別支援教育との連携」、「就労に影響をも

たらす発達障害者の二次障害とは」に参加して学会が終了しました。

親の会の控室では参加者の交流、展望台では佐渡も見えて、楽しい学会参加でした。

温かいお世話を頂いた「新潟いなほ

の会」の方々に感謝を申し上げます。

来年は東京(横浜)です！皆で参加し

ましょう(^^♪

N.K

日本LD学会 第27回大会（新潟）報告
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●2018年 10月28日（日）＜参加者：5名＞

この日は高尾山へ行ってきました。今回は、現地で行き先とルートを決めました。登

りは稲荷山コースで、下りは一号路のルートにしました。朝まで降っていた雨のため、

足場はあまり良くなかったのですが、登り始めの頃は小雨がぱらついていました。頂上

に着いたら、青空が雲間から少しの

ぞいていました。下りの時、中腹で

は少し雨が降っていましたが、下山

した頃には気持ちよく晴れました。

そんな天気だったため、少し登りづ

らかったですが、登山路は今までで

もトップレベルで空いていたため、

スムーズに行けました。また要所要

所で晴れ間がのぞいたのも助かり

ました。

●2018年 11月11日（日）＜参加者：7名＞

集合場所の桜木町駅から坂道を歩いて15分、野毛山動物園に行ってきました。こち

らの動物園は入場料が不要なのですが、キリン、ライオン、トラ等の大型動物から、モ

ルモット等の小さな可愛らしい動物まで、たくさんの種類を見ることができます。メン

バーそれぞれ興味のある動物がいて、写真を撮っている人や解説を熱心に読んでいる人

もいました。日曜日ということで、子

連れの家族で混んでおり、近くにある

公園や展望台の方には行きませんで

した。

みんなで一緒に昼食を取ろうと思

っていましたが、予定より時間が過ぎ

ていたことや、お店には人が一杯で待

ち時間が長そうだったので、桜木町駅

に戻って来月の予定を確認した後、解

散しました。昼食を取りたい人たちは、

その人たちで食べにいきました。

ポーレポーレ活動報告
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編集後記

ある役所の対応です。ある申請書に必要事項を記入し窓口に提出したとこ

ろ、添付書類が不足とのことで断られました。口頭で説明された必要書

類を入手し再度窓口に提出しましたが、もう一つ書類が必要と言われ、

その申請書に必要書類の記載が（小さい字で）書いてあるので見て下さいとも言われたそう

です。『最初から２種類の書類が必要であることを伝えるのが丁寧な対応だ‼』と怒りを覚え

たそうです。 M.T

◎ 『自立生活サポートチェック表Ⅱ』

東京ＬＤ親の会連絡会・自立生活研究会 2018年 11月 15日 発行

初版発行（平成19年）以降、さらに時間をかけて積み残した

問題を研究し、その成果を、サポートチェック表Ⅱとしてまとめ

ました。

この冊子は、障害があるなしにかかわらず、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。

また、このチェックリストは、できる、できない、を評価するた

めのものではありません。大人になった子をもつ親たちの経験を

ふまえた熱い思いと願いを結実したものとなりました。参考にし

ていただければ幸いです。

１冊：１０００円 （Ａ４版 76ページ）

お問い合わせ・ご注文・連絡先アドレス morino@ninjinmura.com 森野勝代

本のご紹介

◎ 『障害のある子の「親なきあと」～「親あるあいだ」の準備～』

著：渡辺 伸 （「親なきあと」相談室主宰） 主婦の友社 1,620円（税込み）

著者は、行政書士・社労士でもあり、世田谷区手をつなぐ親の会会長。著者の前２冊（①障

害のある子の家族が知っておきたい「親なきあと」②障害のある子が「親なきあと」にお金で

困らない本）を１冊にまとめた本です。 （H）

◎ 『夢見た自分を取り戻す～成人ディスレクシア、50代での大学挑戦～』

著：井上 智 エンパワメント研究所 1,944円（税込み）

読み書きに困難を抱えて生きる中卒の成人ディスレクシア、"tora こと井上智"。ICT機器を

武器に、周囲のサポートを受けつつ見事に通信制大学を卒業。LD とはまさに Learning

Difference であることを教えてくれる1冊です。


