
スウェーデンの福祉の実際（講演とシンポ） 

1/26   

講演タイトル ：スウェーデンの福祉の実際と日本の福祉の方向を見つめる 

講 演 日  ：2002年11月２日（土） 

講 演 場 所  ：杉並公会堂 

 

■プログラム 

１．北欧スウェーデンの障碍者施策推進の考え方と実践から学ぶ講演（２人の講師） 

２．地域生活支援 スウェーデンの教訓と日本・東京を展望するシンポジウム 

   テーマ「障碍者の地域生活支援－北欧、そして日本・東京は」 

●パネラー 

・エレーン・ ヨハンソン スウェーデン「エルドラード」所長 

・アンネリー・ スニース スウェーデンバリシュー区知的障碍者デイ活動の場の所長 

・東洋英知女子大学 石渡和実教授 

・山田宏 杉並区長 

・佐藤弘美「障碍者のすみよい杉並をつくる会」 

 

※ここでは「障害」ではなく、「妨げ」を意味する「障碍」を用いました。 

 

■司会 

 ただいまより、『障碍者の住みよい杉並をつくる会』の講演会とシンポジウムを始め

ます。この会の共催団体として、杉並区、全国育成会、東京都育成会、東京都肢体不

自由者友の会連合会、ネットワーク杉並ここと、親父の会、全国地域支援ネットワー

ク、杉並区職員労働組合にご協力をいただいています。主催団体は、本日受け付けで

お配りしましたプログラムの裏に表示させていただいています。講演会に先立ちまし

て、松邑より挨拶させていただきます。よろしくお願いします。 

 

■松邑さん 

 皆様おはようございます。たくさんの方の参加をいただきましたことに、主催いた

します『障碍者の住みよい杉並をつくる会』から、心よりお礼と感謝を申し上げます。

この数年来、「障碍があっても、ともに住みなれた街で暮らしていきたい。」、「親が元

気なうちに自立した生活を始めたい。」との、障碍者ご本人の思いや、家族・地域の支

援者の言葉が多く聞かれるようになりました。このような時、幸運にも昨年、友子ハ

ンソンさんを介して福祉先進国であり、かつ常に新たな方向を追及されていると伺っ
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ていますスウェーデンの障碍者福祉の第一線で活躍されるお二人と出会いました。そ

してお招きして直接、体験し実践したことをうかがいたいと要請したところ、快く引

き受けていただき、本日ついにその場が実現いたしました。 

 日本では今年の４月から、自己選択、自己決定、自立した地域生活を、という考え

方に基づいた制度がスタートしました。障碍者本人が利用しやすい制度にする、それ

だけでは地域の生活には不十分と思います。その新たな考え方に沿った暮らしができ

るよう、地域生活を営む区民の皆様とともに暮らしのあらゆる場面で作り上げること

が欠かせないものと考えます。そのためには、このようなことを実践されてきたスウ

ェーデンの障碍者福祉のお話を伺い、日本、東京、この杉並に、一日も早く実現させ

るようにしたいと、この講演とシンポジウムを催しました。どうぞ最後までご静聴い

ただき、今日が新たな一歩になることを願い、挨拶とさせていただきます。 

 

■司会 

 ありがとうございました。それではさっそく講演会をはじめます。 

まず最初は、エレーン・ヨハンソンさんによる講演です。エレーンさんは、スウェー

デンの重度重複障碍者の施設、「エルドラード」の所長です。本日の通訳、友子ハンソ

ンさんは、スウェーデン在住でご活躍中です。ではエレーンさん、よろしくお願いし

ます。 

（拍手） 

■エレーンさん 

 皆さんこんにちは。私は５年前に一度日本を訪問したことがありますが、今回も訪

問することができてとても嬉しいです。私には、32歳になるピアという娘がいます。

彼女には知的障碍があり、重複身体障碍者です。ピアは８年前から自立し、アパート

に24時間、パーソナル・アシスタントのケアを受け、生活をしています。後ほど、ピ

アがどういう家で生活しているのか、スライドをお見せします。 

 私は、スウェーデンの障碍者運動に30年以上関わってきました。「ＦＵＢ」という、

知的障碍のある児童、青少年などの会の会長を８年間務めています。そして、スウェ

ーデンの西海岸にある、あらゆる障碍の方の会で仕事をしています。この会にはいろ

いろなタイプの障碍の、六つの団体が加わっています。他にもインクルージョン・イ

ンターナショナルの活動など、国際的にも積極的に活動をしてきました。 

 今日は、皆さんに障碍者活動の歴史と現状をお話します。 

スウェーデンは人口約900万人で、22の地域に分かれています。私と、友子さんは「イ
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エテボリ」というところからやってきました。スウェーデンには、大きくわけて、三

つの組織が世話をしています。一つは、「国会や政府の政治的組織」です。主にスウェ

ーデンの法律の制定を行っています。二つ目はランスティゲという「保健医療関係の

組織」です。スウェーデンという国に住む人達の、社会福祉問題のお世話をしていま

す。100年ほど前のスウェーデンの辞書を見ますと、知的障碍については、「低能者」

というふうに書かれています。動物を虐待したり、盗難をしたり放火をしやすい、性

的異常行為をとる、売春行為や浮浪者になる、怒ると非常に残酷な行為をするなどと

書いてあります。その後、第一次世界大戦前には、教会を主として情け深く接するよ

うに、という考えが持たれました。 

 当時のスウェーデンには、知的障碍の方にもいいところがある、悪い社会から守っ

てあげないといけないと考えたパイオニアがいました。多くのパイオニアが知的障碍

の人に訓練をし、いい結果が出た事例がいくつもあります。アメリカの映画監督、デ

ビット・リンチが、『エレファントマン』という、1800年代にイギリスに住んでいた

男性の実話を元にした映画を作りました。この男性は顔や体が異常に発達していて、

サーカスで見せ物になっていました。サーカスに来た医者が男性を研究対象にしまし

た。この医者は最初、男性に動物のような態度をとりました。しかし世話をする間に

言葉を教え、読み書き、計算も教えました。この医者が訓練や活動を記録していたの

で、今では世界的に訓練などの結果を読むことができます。 

 第二次世界大戦になると、ヨーロッパ全体で知的障碍の人に対しての考えが、国家

主義に変わってきました。パイオニアの人たちが努力したにもかかわらず、以前と同

じになり、知的障碍者の労働や、入所施設などを作り、鍵を掛けたところに閉じこめ

るというふうになりました。知的障碍があるのは悪い人であり、社会はいい人の集ま

りだという悲観的な考え方が、ヨーロッパ全体を覆うようになりました。更に 1936

年に「強制不妊手術法」という法律ができ、入所施設に住む人は、年に一度不妊手術

を受けさせられたのです。これは1975年頃まで続きました。今も手術を受けさせられ

た人が健在です。数年前、政府は正式に謝罪し、これにより手術を受けさせられた人

に対して、損害賠償金として一定の金額が支払われました。 

 スウェーデンは、第二次世界大戦にも参加しなかった、影響を受けなかった数少な

い国のひとつです。同時に社会の発展に伴い、仕事ができる人は全て労働力として必

要になった時代でした。1945年頃から、「ノーマライゼーション原理」を徹底させる

作業が始まります。そして1952年に、初めて知的障碍者の親の会が結成されました。

この時代に、いろいろなタイプのイデオロギーが生まれ、さまざまな法律が制定され
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たのです。 

 現在では、知的障碍であるのに、精神障碍と混合されている傾向が見られます。娘

が小さかった頃、皆がピアと私たち家族を、「かわいそうに」と見ていました。しかし

次第に、知的障碍があっても人間は成長させることができるという見方に変わってき

ました。1970年代末から80年代は訓練、発達に非常に多くの力、期待がよせられた

時代です。知的障碍者であることが、ただその人をありのままに認めることが許され

ないことではないかと言われた時代でした。現在は知的障碍をありのまま、そのまま

で受け容れて欲しいという考えに変わっています。1950年代には、障碍があって生ま

れてきたのは、自分が悪いと言われてきました。その後70年代から今日までは、社会

をとりまく人達などが関わり、良い生活ができるようにしていく必要があるというふ

うに変わってきました。 

 環境に関連する障碍の話をします。ここでいう環境は、社会を含んでいます。一つ

の例をあげますと、暗室にいるとします。ここで目の不自由な方は仕事ができますが、

目の見える人はできません。普段は目が見える人が暗室にいると、今度はその人が障

碍者になります。盲目の方は、暗室ではいつもと同じ仕事ができます。それは周辺環

境が障碍を生み出すということなのです。このような社会的環境による障碍に対する

見方は、世界保険機構でも「人権、参加する権利だ」と具体的に述べています。機能

障碍の方への等級分けも行っていますし、障碍という言葉が一切使われていません。

現在、スウェーデンでの障碍についての見方もこの段階です。 

 一人の人間をどう考えるか、法律とのかかわりについて申し上げます。ここに、真

ん中にいる人間が一人の個人を表しています。私たちは一人の人間を相対的にとらえ

ると考えます。この真ん中の人間を、自分だと当てはめてください。機能障碍のある

人かもしれません。それは誰でもいいという意味です。私たちは、まず、感情があっ

ていろいろ考え、それに基づいて行動します。これを、心理学では「体と精神の間に

関係がある」と言います。気持ちの上で悲しいことがあると、身体的な症状にも出て

きます。そして私たち人間は体と精神、感情があるだけでなく、社会的な動物でもあ

ります。社会では、色々なタイプのグループの一員です。普通の社会、私たちの感情、

精神、これを「コミュニケーション・リレーション」といいます。 

 私たちが住んでいるところを物理的環境といいますが、これと社会とのあいだには

政治的決定、地域の経済状況などの、影響関係があります。スウェーデンでは、1994

年１月１日に新しい法律が生まれました。この法律は社会的、身体的、心理的、物理

的環境などを統制してコントロールしていこうとしています。障碍が重度で、毎日な
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んらかの援助を必要とする人は、この法律に基づき支援を受けられるというものです。

これを実際に提供できるようにするのが、市、自治体の責任になっています。これは

10の項目から成り立っています。 

１．相談にのり、アドバイスするなどの個人的支援。 

 市、自治体、保健医療、行政機関が責任者です。これ以外の９つの項目は市が責任

を持ちます。アドバイス、その他の個人的支援は、理学療法士、作業療法士、言語療

法士などの支援です。 

 

２．パーソナル・アシスタントの項目。 

 国から特別予算として支給されます。娘のピアにパーソナル・アシスタントをつけ

たいと要求すると、行政が週に何時間の支援が必要か調査し、行政の査定委員が査定

します。査定に不服があれば裁判所で判定してもらいます。ピアは週に160時間支援

を受ける権利があると決められました。誰から支援提供を受けるかなどは、私たちが

選びます。パーソナル・アシスタントを派遣する団体から提供、派遣するということ

もできます。ピアは言葉で意思を表現できません。６ヶ月間、いろいろな人を試し、

パーソナル・アシスタントとピアの関係がうまくいっている人に正式に依頼しました。

新しいスウェーデンの法律、「ＬＳＳ」は、自由に選択でき、非常に強く尊重されてい

ます。重度の重複障碍があっても、自分の好み、意思を発言する権利があり、私たち

はそれを聞く義務があります。 

 

３．介添人サービス。 

 全ての自治体が介添人サービスを提供するようになっています。たとえば劇場、映

画館に行きたいと市に要望すると、無料で介添人を派遣してくれます。介添人には映

画の切符代金と、時間給が出ます。コンタクト・パーソン（お金を払って得た友達）

もあります。これはいつも同じ人が来て友達代わりになるという意味です。他に家族

に対するいろいろなタイプの支援もあります。 

 月に１度、週末だけショートステイ・ホームに出かける制度もあります。そこには

職員がいてお世話をしてくれます。昔のグループ・ホ－ム形式もあります。個室、共

通のリビングルームとキッチン、トイレ、シャワーなどが完備され、グループで生活

をしています。それらは食費の実費以外はすべて無料です。夏にはキャンプ生活もあ

ります。これは11歳以上の学童のショートケアです。スウェーデンには、「社会サー

ビス法」という法律があり、これに基づいて、重度の障碍のある子供は、親が帰宅す
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るまでの間、学校にいてケアをしてもらいます。障碍のある子供は、７歳から小学校

に入学するのが一般的です。しかし５、６歳から、幼稚園に通っている子供もいます。

18歳までが義務教育です。機能障碍がある子供達は、21歳まで学生でいられます。 

 また、障碍のある子供が生まれても、自宅で養育できるような支援をします。しか

しさまざまな理由により、自分で自分の子供を養育できない親たちもいます。こうし

た子供のために、ファミリーホームを提供しています。親に社会的問題がある、子供

が虐待されたからというものでなく、親が親であり続けるための支援です。この法律

は、国連の児童憲章にあわせています。しかし子供が12歳頃になると、ファミリーホ

ームではなく、特別な支援や援助が付いている住宅に住む方が適しています。ここに

は、一定の限られた人数の子供が生活していて、職員が24時間体制で勤務しています。

親は、いつでも子供に会え、家に連れて帰っても良いし、親がホームに来ることも可

能です。他にも特別サービス付き住宅など、色々なタイプの支援があります。 

「ＬＳＳ」という法律の中の第５条と６条に、与えられる支援の品質、要求などが詳

しく示されています。まず、非常に重要なことは平等であることです。ピアの場合、

あくまで同年代の女性と同じような生活ができるということです。これが「ＬＬＳ」

の基本的な考え方です。 

 また、ここで対象になる人は、完全に社会に参加できることが条件です。この点に

ついては、母親の見方と政治家などでは見解が違い、絶えず争いになります。 

第６条では、「関係する様々なものに協力して活動しないといけない」となっています。

従って市、自治体、保健医療体とも協力しないといけないということです。市、自治

体が、スウェーデンでの社会保健システムのために、社会保険事務所とも協力しない

となりません。スウェーデンにおいては、社会保険事務所は、年金や助成金、保護費、

生活保護などを、実際に払い出します。パーソナル・アシスタントには、市を通して、

国、社会保険事務所から出ます。この「ＬＬＳ」による支援は、個人の自己決定権に

基づいています。ピアも自分の日常生活は彼女自身が決めますが、重度の障碍者ゆえ

に自分では決められないこともあります。従って私が代理人として認定されました。

このように「ＬＬＳ」では自己決定権の一部を、他人に委嘱することもできます。 

 日常生活の簡単なことはピアが自分で決めます。たとえば今日は何色のセーターを

着たいか決める時、彼女は言葉を話せないので、まず、ケアをする人がそれらをピア

に見せます。ピアは自分が着たい色の方を見ます。それで着たい色のセーターがどれ

だと解釈します。次第にピアの表情、目の動きで、何を欲しているかわかるようにな

ります。 
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 〇第６条 支援提供に充分な職員を雇用する権利がある 

 〇第７条 支援を受ける権利、優れた生活を送る権利がある。 

優れた生活条件というのは、社会に住む人より優れたものでも劣る物でもないという

生活条件です。提供する支援に不満がある場合、「ＬＳＳ」の法律の５～７条を例に挙

げ、これに基づいて不満であるということで話し合います。 

 スウェーデンは一般的に重度の障碍があっても、大人になれば自立すると考えます。 

しかし、ピアの場合は、24時間パーソナル・アシスタントのケアを受けることが必須

でした。そこで私は、同じような考えの親たちと「生活協同組合」を作りました。現

在ピアにはパーソナル・アシスタントがついて暮らしています。３つの家族と一緒に、

共同の住宅会社を運営しているような状態です。私は３人の親の会長を務めています。 

 ≪スライド 住宅の図面を示す≫ 

これが、ピアが住んでいるアパートの図面です。３人がそれぞれのアパートに住んで、

そのうえに共通スペースがあるグループ・ホ－ムです。一軒の家のようになっていま

す。 

 ≪スライド 玄関の写真≫ 

ここが玄関です。共通スペースに行くドアがあります。ピアの個人専用のリビング、

専用スペース、寝室、シャワー、トイレ、専用キッチンがあります。協同組合形式の

運営で、パートタイムの事務の人と、パーソナル・アシスタントの給料の支払いなど

をする専用の職員がいます。この３人の若者は1994年にグループ・ホ－ムに移転して

きました。はじめに庭で、当人、親、兄弟、親戚、パーソナル・アシスタントなど大

勢でバーベキュー・パーティーをしました。一人のパーソナル・アシスタントの男性

が大きな花束を持って訪れました。彼は町内会の会長をしている人で、新築のハウス

に「ウェルカム」とご挨拶をしたかったそうです。私は本当にうれしくて泣き出しそ

うになりました。私には過去に知的障碍者のグループ・ホ－ムを作る時、隣近所に反

対されたという経験があったのです。 

 アパートの広さは、60平方メートルほどあります。 

 ≪スライド リビングの写真≫ 

リビングルームにソファがあり、パーソナル・アシスタントが休んでいます。ステレ

オが置いてあり、音楽が大好きなピアは自分専用の椅子に座って聴いています。 

 ≪スライド 寝室、キッチンなどの写真≫ 

ここが寝室です。これは共通スペースのキッチンです。私は土曜日に皆と一緒に食事

をします。ここにある緑色のクッションは、音楽にあわせて振動が伝わるようになっ
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ている一種の補助器具です。共有スペースにはジャグジーがあります。自分のアパー

トはシャワーだけです。リラックスしたい時はお風呂に入ります。他には洗濯やアイ

ロン掛け、繕い物もします。ピアは、強力な母親のバックアップで、今のような生活

ができますが、もし私がいなくなったらどうなるでしょうか。スウェーデンでは、自

治体が同じ生活を保障する責任があります。将来３人の親が高齢化し、運営できなく

なっても、それを居住地の、市、自治体に移行していきます。 

 スウェーデンは、ノーマライゼーションの原理という考え方、統合、社会参加など

全ての事について、かなりいいところまできていると思っています。しかし残念なが

ら、普通の一般の生活と機能障碍のある人の生活には差があります。それでも非常に

著しく向上してきたと思っています。これは色々なタイプの障碍団体の人たちが力を

合わせ、要望を認めさせてきた結果です。1990年代のスウェーデンは、不況で、経済

的に苦しい状態だったにもかかわらず、皆さんの協力のもとに法律が出来ました。以

上で、私のまとめとしたいと思います。ありがとうございます。（拍手） 

 

■司会 

 ありがとうございました。これで、午前の部の講演を終わります。質問などがあり

ましたら本日お配りした用紙に書いて、スタッフの箱に入れてください。『2001年北

欧見聞紀行』という本も販売いたしておりますので、どうぞお買い求めください。 

 

 

■司会 

 午後の部、第２部です。アンネリー・スニースさんです。スウェーデンのイエテボ

リ市バリシュー区にある知的障碍者の施設長をされています。お手元の資料にレジュ

メがありますので、それをお読みいただきながら、お話を聞きたいと思います。それ

ではよろしくお願いします。 

（拍手） 

■アンネリーさん 

 こんにちは。アンネリー・スニースと申します。日本の訪問は今回が初めてです。

私は知的機能障碍のある方のケアユニットのユニット・チーフをしています。ユニッ

トでの仕事は、３つのグループ・ホ－ムが含まれます。19名の知的機能障碍のある方

が生活をしています。公共の運営で19名の障碍者に対し、25名の従業員が勤務して

います。私はデイ活動部門の責任者でもあります。デイ活動では、約60名の成人の知



スウェーデンの福祉の実際（講演とシンポ） 

9/26   

的機能障碍者がいて、約 25名の従業員が仕事をしています。1978年当時は、大きな

入所施設や、障碍のある子供たちの学校にも勤めていました。また、寄宿ホームとい

うような、知的機能障碍のある子供たちが共同生活をしているところで仕事をしてい

たこともあります。このような場所が後にグループ・ホ－ムやショートステイという

ように体系が変わりました。最初私は、当時の社会の障碍者に対する見方、価値観と

同じものを持っていました。今は、入所者に対する職員の接し方やデイ活動での接し

方においても、価値観が全く違っています。 

 1979年に児童と青少年のための夏のサマー・キャンプで、ある一人のダウン症の男

性に出会いました。彼の名前はペーターと言います。当時彼は14歳でした。私と私の

夫はサマー・キャンプで仕事をしていました。その頃は知的障碍者が生まれると、「施

設に預けなさい、この子のことは忘れて、他の子を産んで兄弟を作りなさい。他の子

を育てなさい」と言われていた時代でした。ペーターは３ヶ月で、入所施設に預けら

れました。 

 ペーターは小さいときは寄宿舎のホーム、大人になってからはグループ・ホ－ムで

暮らしていました。私と主人は、ペーターのサポート家族になりました。ペーターが

大人になると、今度はコンタクト・ファミリーに変わりました。彼の成長につきあえ

たことが、自分自身の成長に大きな影響を与えました。ペーターは自分の兄弟とは一

度も会ったことがありませんが、私の子供たちとは身近に接し、ほぼ大人になるまで

の間付き合ってきました。 

 これから機能障碍のある方が、充実した人生を送るにはどうしたらいいかについて、

住宅（自分が住む場所）、仕事（活動）、余暇（レクレーション）の三つの分野から話

をしたいと思います。以前、私たちが住宅を造りデイ活動をすることは、知的障碍者

の住む家や活動の場としてグループ的に考えてきました。それはスタンダードで均一

的なもので、一つの形が決まると、知的障碍のある人をグループ・ホ－ムの中で住め

るように訓練するのが職員の役割でした。今は、能力、発展の可能性のある一人の人

間としてとらえ、自分の障碍、弱点を最小限に考えられるような住宅、活動の場を見

つけるのが私たちの役割です。そのためにどういったタイプの住宅を造ったかを、ま

ず紹介したいと思います。 

 ≪スライド 住宅の写真≫ 

この写真は1993年にできた２階建てで、各階に３つの独立したアパートがある、６名

が生活しているグループ・ホ－ムです。２階の反対側に玄関があります。建物の中に

は、階段とエレベーターがついています。このグループ・ホ－ムには、非常に大きな
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共通スペースがあります。 

 ≪スライド キッチン≫ 

これが、共通スペースのキッチンです。６名のうち、４名がここで食事をしています。

あとの２名は、自分のアパートで食事をしています。 

 ≪スライド リビング≫ 

 ここは共通スペースのリビングルームです。ソファ、一人用の椅子、テレビなどが

あります。ここにはウォーターベッドがあり、皆のお気に入りで、横になってリラッ

クスします。 

 ≪スライド 住宅の写真≫ 

これは知的機能障碍と同時に身体障碍のある方のためのグループ・ホ－ムです。 

 ≪スライド ドアの写真≫ 

これが３人の専用アパートのドアです。専用のアパートの天井にリフターがついてい

ます。非常に重度の身体障碍のある方のためで、大きな一部屋と、シャワーとトイレ

の部屋があります。下の部屋は、車椅子を使わずに自力で歩ける３人用の部屋になっ

ています。自分専用のベランダに通じるドアがあります。 

 ≪スライド キッチン≫ 

これは個人専用のキッチンです。食事については職員が手伝いますが、自分で朝食を

作れるそうです。昼食はみんなと一緒に共通キッチンで作り、それを自分の台所で食

べることにしています。 

 ≪スライド キッチン≫ 

こちらの写真は、もう一つ違う新築のグループ・ホ－ムのキッチンです。私たちは、

個人用キッチンでは、食器を洗うスペースが必要であると職員の間で話し合いました。

10年前のグループ・ホ－ムを作った当時は、きちんとしたものではなく、簡易キッチ

ンとキチネットでした。でもそれではちゃんとした料理ができないと気づきました。

そこで電子レンジや食器洗い機などをつけ、広々としたスペースで仕事ができるよう

になっています。できる限り自分の食事の支度を、自分でするというのがとても重要

な活動なのです。そうすることでかなりの満足感が得られます。どうして、食器洗い

機をつけたかというと、多くの場合、自分で食器を洗いたい気持ちがあります。とこ

ろが完全にきれいにはならず、結果として洗い直すことになるのです。それでも誰か

に世話をしてもらわずに自分でする、自分で洗ったきれいな食器で食事ができること

を味わってもらいたいという理由からです。 

 ≪スライド １人部屋≫ 
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これがもう１人の女性のお部屋です。リビングの部分とベッドの部分が一つの大きな

部屋の中にあります。ここは大きなトイレとシャワーがあります。トイレの椅子は個

人の障碍によって違います。普通トイレには、水が溜まるところがありますが、それ

を壁の中に入れてしまいました。この部屋に住んでいる人は自閉症の方です。自分の

体を理解するのは非常に難しく、トイレに座ると身体を後ろに傾けたりするので、ト

イレが何度も壊れてしまいます。そこで水道管などを壁に入れ、見えないようにしま

した。共同のランドリー・ルームもあります。洗濯が出来る人は場合によっては職員

に手伝ってもらい、なるべく自分で出来るようにします。各自ランドリー・ルームを

予約します。決まった時間ではなく、各自の都合で時間の変更も可能です。 

 ≪スライド 住宅の写真≫ 

これは、スウェーデンの非常に大きな賃貸住宅です。６名の機能障碍のある人が、自

立してアパートで生活しています。６名の中の４名は一人暮らしです。あとの二人は

共同生活をしています。非常に多くのことが自分でやれる方々です。夜も一人でちゃ

んと睡眠もとれるので夜間の職員はいません。夜間に所要がある場合、安心アラーム

電話を使っています。たいていの場合電話だけで充分な人たちです。しかし万が一の

場合に備え、夜間パトロール班があり、だいたい２０分以内に支援が出来るようにな

っています。この６名の方たちは、一つのグループ・ホ－ムに所属していることにな

り、大きな賃貸住宅の中に一つ、連絡がとれるアパートになっています。一日一回は

皆で集まったり、食事を共にしたりして顔を合わせるようになっています。 

 何か特別に援助の要望があるときは、職員を交え全員で話し合います。だいたい支

援が必要なのは、お金の計算や管理です。こういうタイプのグループ・ホ－ムの良い

ところは、みんなが自立したアパートであることです。ここで社会生活ができるとい

うことは、５人の人たちと話す機会があるということです。これはスウェーデンが入

所施設を解体した後に出来た住居形態です。でも施設から地域に戻っても、皆がこの

ようなアパートに移れるわけではありません。最初にできたグループ・ホ－ムは、個

室以外は共有のタイプのもので、大人になっても子供時代からの生活を延長せざるを

得ないという現状でした。しかし全然実情に合わないわけです。こうした課程を経て、

現在の完全に自立したアパートで、しかも共同生活ができる５、６人のグループ・ホ

－ムに移行しました。 

 私たちが現在力を入れているのは、一般住宅で障碍の対応をし、障碍のある方にそ

こに住んでいただくことです。新しいグループ・ホ－ムを作る際に重要なのが、公共

交通網が使える、店が近くて買い物に行けるなど、いろいろな所に行って他の人と出
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会える機会を作ることです。これは私たち人間にとって非常に重要なことです。人と

接することは機能障碍のある人には重要な社会参加の一つで、いつまでも自分が心に

秘めるインパクトを与えるかもしれません。多くの方に親切にしてもらったら、フレ

ンドリーな感覚を受けるでしょう。居心地のいい友達環境を得られるのは仕事を通じ

ての場合もあります。これをデイ活動、または「職場」と呼んでいます。仕事や何か

をすることは、社会人として大人になったということを意味するのではないでしょう

か。自分の力を十分に発揮できる場所がある、職場において仲間の一員になれる。知

的機能障碍の人にとってもそれは非常に重要なことです。 

 これから色々なタイプのデイ活動を紹介します。私の勤務するバリー州、区のデイ

センターでは、いくつかの小さなデイ活動グループが１ヶ所に集まっています。そこ

では約30名の障碍者が活動しています。大きなデイセンターから、外に出て活動する

グループもいくつかあります。このグループを、「ストーロース・グループ」と言いま

す。このグループのセンターは、普通の工業団地のようなところにあります。他に高

齢者施設の食堂などでお手伝いするようなこともデイ活動にしています。週に２日だ

け職場で手伝いをしている人もいます。知的機能障碍のある方が、週の２日間などそ

ういう手伝いをすることは、緊張があるので残りの２日間は普通のデイ活動をすると

いうことです。これは話し合いで決めます。普通の企業で雇用してもらう形態もあり

ます。公共事業体、民間企業の従業員として仕事をして、当人は給料を企業や、公共

事業体からもらいます。その給料の約80％近くは、国から助成金が支給されている雇

用形式です。 

 デイ活動にはどういうのがあるのか、まず重度知的障碍者を例にとります。多くが

感覚のトレーニングをして、感覚を強めることをしています。活動することで興味や

関心を呼び起こし、意欲的になる。できる分野の能力を維持する。好きなことができ

る機会の提供などです。嗅覚、触覚、視覚などの感覚を刺激していきます。多くの方

が車イスですから、その方たちに違うクッションやベッドに横になることも含まれま

す。無理強いではない、本人が意義のある活動だと感じてもらうことを見つけ出すこ

とをしています。必要のない書類をシュレッダーにかける仕事は人気があります。こ

れは紙を入れると、細いひもになって出てくるので仕事を終わったことが明確に目で

みてわかります。「ランドリー・サービス」という洗濯の下請けもしています。使い捨

てのペーパータオルをやめ、小さなタオルを使うようにしました。洗ってアイロンを

かけると、毎日きれいなふわふわのタオルが戻ってきます。この仕事もわかりやすい

し、やる気を自覚してもらえる仕事です。 
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 コンピュータも非常に人気があります。知的レベルが様々であっても使える色々な

プログラムがあります。一度ボタンを押すと絵が出るものなど、そういことが喜びや

満足感を生みます。デジタルカメラもたくさん使っています。写真を使ってのコミュ

ニケーションにも使えるし、自分たちの会報にも使えます。その他に組み立て、詰め

合わせ、袋詰めなどの下請け作業もあります。私たちのデイセンターは、団地の中に

あるか、または他の企業と提携しています。週に１、２回、デイセンターの職員が実

際に仕事をさせてくれる会社に出向き、普通の従業員に混じって仕事をするような活

動もしています。テキスタイル作業所もあります。そこで作成したものを、販売やデ

イセンターの中に装飾に使っています。 

 その他、ジムでの活動もあります。１日に１、２回、散歩や室内の自転車で運動を

します。デイセンターの中には、電気の誘導ラインが付いています。床の電磁波をキ

ャッチして、電動式車椅子が自動で動いていく。そういった訓練をしています。活動

する内容は、１週間のうち、月曜から金曜までで、毎日違うような工夫をしています。

スウェーデンでは、どんな人でも生涯教育というシステムがあります。知的機能障碍

にも同じ権利があり、成人学校もあります。デイセンターの中では必ず、１日１回は

皆が集まって１日の日程を話し合いで決めます。各自の時間表があり、職員と当人が

一緒に決め、希望があれば変えていきます。言葉ではっきり話せない方には写真や絵

で決めます。これは日課表です。何がどういう順なのかが分かるようになっています。

たとえば１番先にコーヒーを飲んだら、その絵を裏返しにすると終わったことだとわ

かるようになります。人によって自分の決まった場所、作業をする場所が決まってい

ることも重要です。 

 ≪スライド 作業場の写真≫ 

これは訓練、仕事などの作業をする場所です。仕事中は机の前に座り、休憩、食事時

にはここを離れてみんなのところへ行きます。このけじめをつけることも重要です。 

 ≪スライド メンバーの写真≫ 

これは先ほども見た、一つの活動グループの写真です。こういった活動が必要な人は、

じっと座っているのは３分から15分、最高でも15分です。ここの仕事は精神的に集

中を要する仕事、休憩、次は身体を使ってやる仕事という順に絶えず変えていきます。 

 ≪スライド コーヒーショップの写真≫ 

この写真は、町の中でコーヒーショップをやっているところです。サンドイッチの完

成品の写真を撮り、大きく拡大してあります。見本通りにサンドイッチを作るのは結

構難しいです。これがレジです。ここでは、４種類の金額の物しか売らないようにし
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ています。しかもそれぞれ色があり、３クローネのものは青、オレンジのものは５ク

ローネなど色と金額を結びつけています。ここではお客さんに出会えるので、人気が

ある活動です。 

 余暇については、自分が一番したいことをする時間に使うべきです。しかし知的障

碍のある方が適切な余暇活動を見つけるのは困難です。リラックスすることと、何も

しないことの違いをわかってもらうことは難しく、私たち職員が余暇についても計画

を立てなければならないことが多くあります。まず重要なことは、本人が何をしたい

のか、何が好きかを見つけることです。スウェーデンでは色々な学習グループ、活動

団体があり、乗馬、音楽、ゴーカートなどを計画しています。成人学校もあり、色々

な語学、算数、社会の勉強をしています。コンタクト・パーソン（管理責任者）は有

料ですが、法律の提供する支援としては非常にいいものだと思います。ただし、コン

タクト・パーソンになりたいという志願者がいないというのが問題です。 

 デイ活動は、自分がやりたい活動ができます。公共の運営のものや、民間委託され

ているもの、協同組合形式や団体運営のものもあります。運営に対する資金は、すべ

て税金でまかなわれています。グループ・ホ－ムやデイ活動を希望する場合は、まず

住んでいる地域の市、自治体に連絡します。しかし入所希望者が多く、すぐ入れない

のが現状です。イエテボリ市では、少なくともある一定の予算をとったので、３年く

らいの間にはもっとたくさん作られる予定です。これで、住宅、デイセンターについ

て私のお話を終わります。（拍手） 

 

■司会 

 ありがとうございました。15分ほど休憩します。 

 

 

■司会 

 では、これからシンポジウムを始めます。ネットワーク杉並のご協力で、インター

ネットライブ中継を行っています。アメリカのマサチューセッツ州から、「映像を見て

います」という励ましのメールが届きました。全世界の皆さんも、このシンポジウム

を注目しています。 

テーマは、「障碍者の地域生活支援－北欧、そして日本・東京は」です。 

 本日の５人のシンポジストを紹介します。エレーン・ヨハンソンさん。アンネリー・

スニースさん。通訳の友子ハンソンさん。杉並区長、山田宏さん。障碍者のすみよい
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杉並をつくる会の佐藤弘美さん。コーディネーターは、東洋英和女子大学教授の石渡

和実さん。進行は石渡先生です。よろしくお願いします。 

 

■石渡先生 

 石渡です。よろしくお願いします。１年ほど前、日本のノーマライゼーションの町

で有名な北海道伊達市での、『これからの福祉のあり方を検討する』という催しに参加

したことがあります。そこで障碍をお持ちの方で、シンポジストになった参加者の大

ファンになりまして、今日も逢えないかな、と楽しみにしていました。 

障碍のある方たちがどう生きたいかということは、それぞれの地域での暮らしをどう

作るかが、一つの大きなテーマとしてあると思います。それには、ご本人、ご家族、

私たち支援者はどうあるべきかが大きなテーマです。今日は、杉並区保健福祉計画の

素案のお話も区長さんから聞けると思いますし、ノーマライゼーションの町、伊達の

小林さんが、いつも詩的な表現で、「地域を紡ぐ」という言葉を使われます。ご本人の

障碍をあるがままに受け入れ、ご本人ではできない部分を家族や専門家、そして市民

の力で支える「セーフティーネット」をどう張り巡らすか、「地域を紡ぐ」という言葉

のように、これからの地域生活を考えるとき、市民の役割がとても大きくなると思い

ます。 

 まずは、山田区長さんにトップバッターでお話をお願いします。 

 

■山田区長 

 2000年から杉並区の保健福祉計画という５年間の計画を作ってきましたが、来年か

ら支援費制度に変わります。障碍者の方も自己決定できる環境、支援の仕組みの見直

しをしなければならず、現在、計画の練り直しが行われています。 

杉並区は、東京都の中で様々な障碍者施策のうえでは、進んできた地域です。済美養

護学校の小学校、中等部など、障碍者のための学校が唯一存在します。また、障碍者

の方の社会参加、生活の場作りも進められてきています。今後の支援費制度に向けて

の体制の進め方として、一つは、自己決定を支援する仕組みをどう作るのか、たとえ

ば、成年後見人と障碍者をどう結びつけていくかなどの相談業務が必要となります。

更にそれをバックアップしていく仕組みとして、現在の障碍者の会館に自立生活支援

センターを作る、障碍者の生活の支援、グループ・ホ－ムの整備などがあります。 

二つ目は、24時間支援の厚生施設を作る。三つ目は、就労、職場の拡大。こういった

ことを計画しているのが今回の特徴であります。 
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 障碍者が地域の生活で不安に思っていることは、健康、医療の不安、自立の不安、

そして収入です。それらを認識し、どうやって克服していくかが、今後の５年間の課

題です。これからのサービスは、障碍の有無にかかわらず、その人に応じた自立でき

る個別の仕組みを作る方面で努力したいと思っています。 

（拍手） 

■石渡先生 

 ありがとうございました。ここでエレーンさんに質問します。フロアーの方からの

質問ですが、「いま、自己決定を支える仕組み」ということで、区長さんから成年後見

制度の話がありました。親がそうなるということも非常に多いですが、さきほどエレ

ーンさんのお話の中で、裁判所が親御さんに対し代理人ということでされると聞きま

した。日本ですと、民法が改正され新しく成年後見制度ができたのですが、スウェー

デンの場合も、法律に基づいて代理人が位置づけられているのか、その際代理人の役

割というのは、他に親以外でどんな方がなさっているのか。自己決定を支える点で、

大事な視点になると思いますのでお聞きしたいと思います。 

 

■エレーンさん 

 スウェーデンでは18歳になると、選挙の投票権が得られます。しかし、私の娘のよ

うに自分の意見が発言できない人もいます。その支援のために代理人という人を任命

します。または、管財人ということもあります。アドバイスをする人のことです。自

分でお金の管理ができない人から管財人を任命されると、この人が財産問題に権限を

もつことになります。代理人の仕事は三つに分かれます。まず、その人がどういうふ

うな生活をしているかをよく調べます。そして個人の持つ権利を守ります。その人が

どういう需要、必要があるかをまとめ、市、自治体へ、その人の権利を代って申請す

る役割です。 

 ピアの場合、年に１度、彼女のお金の収支報告書を書き、ブンダル市の管理人に届

出をします。管理人は、４年間の期間任命された政治家がしており、監査をします。 

スウェーデンでは親が代理人になるのはそれほど多くありません。代理人の条件は犯

罪歴のない人、経済的に問題の無い人です。これは「親法」という法律で親の権利を

決めています。これにより裁判所が代理人の決定をします。 

 同様に、健常児であろうが障碍児であろうが、その子供の親が何らかの形で亡くな

れば、社会が親権を持つ人を決めますが、同じ法律に基づいて親に代る人を任命しま

す。子供に対する親権は、１人の子供の法的権限、経済的な成長を保障することにか
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かわるので、代理人についても同じ親法の中で含むようになっています。 

 

■石渡先生 

 今のお話を伺って、改めて日本の成年後見制度が目指しているものと、スウェーデ

ンで行われている代理人、管財人による支援が目指しているものとが同じと再確認で

きました。来年４月から障碍者福祉も契約の時代になります。知的障碍、精神障碍の

方がこれをいかに活用するかが大きなテーマになっています。管財人の立場は弁護士

さんが担ってくれ、親御さんの役割は後見の中で機能すると思いますが、代理人とい

う方が、色々な生活を支えている日本の成年後見制度で、身上看護になるそういう身

近な家族、親戚も含めて担う部分と、専門家がどう連携するかも含めて、成年後見制

度も今後の地域生活支援で重要になると改めて感じました。これからの地域の生活が

どんなふうに展開するか、佐藤さんからお話しをお願いします。 

 

■佐藤さん 

 こんにちは。現状から申しますと、今まで通所施設では、一人一人の障碍者に対し

て連続したイメージでの支援が不十分だったと感じております。自立生活をするには、

住むところ、食事、入浴、外出、コミュニケーションなど、それらの個人個人の要望

や希望に応じた取り組みが必要です。杉並の現状で見ますと、去年13年の調査では、

障碍のある方全体を支えているのは、配偶者が40％、家族が70％です。友人やボラン

ティアは1．5％で、ヘルパー、家政婦は４％、施設、病院が10％です。現状では家族

は応援するが、本人の支援はなされておりません。当事者とは１対１の関係が必要で

す。それを基本としながら部分部分のヘルプ（援助）、支援するボランティアなども入

れます。ヘルプの人だけでは、情報や社会資源の使い方がわからないので、そこをき

ちんと支え調整する。そうすれば円滑な豊かな生活ができると期待しています。 

 

■石渡先生 

 ありがとうございました。これからの課題として、一人の障碍者に色々な専門職、

複数のヘルパーさんが関わっての支援を、どう繋げていくかが大事になります。スウ

ェーデンでは、パーソナル・アシスタントという形で、一人の人がかなり手厚く、ピ

アさんの支援をされているとのお話でした。それは一般的なパターンなのかどうかを

お聞きしたいです。佐藤さんがコーディネーターの役割を強調されていましたが、来

年からケアマネジメント、障碍の場合はケアマネジメント従事者と、支援費とは違う
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枠組みに位置づけられますが、コンタクト・パーソンの方や、アンネリーさんのよう

な立場の支援をしているデイ活動の場も含め、スウェーデンでは、いろんなサービス

をコーディネイトする立場の方がおいでになるかどうか、この２点をお聞きしたいと

思います。 

 

■エレーンさん 

 ピアのパーソナル・アシスタントは、５人が交替で24時間世話をしています。その

うちの２人は、フルタイムで仕事をしています。ピアのように、自分の好きなパーソ

ナル・アシスタントを選び、ケアを受けることができます。親のやっている協同組合

が、パーソナル・アシスタントを雇うのではなく、公共でも自分で選ぶことができま

す。５人のうちの１人は６年間、ずっと定着してやってもらいました。その後この人

は仕事を変えました。１年半経ち、また時々ピアの所に遊びにきていました。去年の

夏からは、やはりピアのパーソナル・アシスタントをしたいと戻ってくれ、娘も私も

満足しております。その人は他のアシスタントの人にも、この仕事がどんなに良い仕

事かを、宣伝してくれています。 

 

■アンネリーさん 

 まず、ケアマネージャーという仕事はありません。公共の査定員、判定委員、ニー

ズ判定員でしょうか。大学の社会学専攻または社会福祉大学の卒業生です。この人た

ちの仕事は、グループ・ホ－ムに入りたい、デイケアを利用したいという希望があっ

た際に査定し、どの程度の援助が必要か判定に行きます。そして、要請のあった人の

住むところの責任者に連絡をします。イエテボリと違う地域に住んでいる場合は、そ

の地域の責任者に連絡をします。しかし、イエテボリ外の人でもここでデイ活動をし

たいと希望すれば、当人がどのあたりで活動したいか、その地区のデイ活動をする職

員に連絡をします。 

 たいてい査定員と代理人、または親と当人と一緒に見学にくるケースが多いです。

まず個人個人にあった活動ということで、試験的にしばらく試してみて、最終的に決

定をします。査定員には、フォローアップの責任が残ります。実際に査定する人と二

つの違う役所に分かれるということです。 

 

■石渡先生 

 ありがとうございました。これから区長さんに、今後の杉並での動きを紹介してい
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ただきます。ニーズ判定員というのが、日本のケアマネージャーの役割なのだと思い

ますが、行政の立場とサービスを提供する立場の人をどう繋ぐのか、システムをどう

作るか、これからの日本のサービスはどうあればいいかなど、お話しいただければと

思います。自己決定の支援というと、私たちは「情報提供」といいますが、アンネリ

ーさんのお話されたように、実際に試してみることで適切なご本人の思いにかなう選

択に繋がっていくと思います。スウェーデンでも、日本のサービスでも、方向性、提

供システムが同じ道を歩んでいると確認する一方で、課題もあると思いました。 

次に杉並の話に戻りまして、健康の問題、収入の問題など様々な不安に関して、行政

としてどんなふうに進められているかも含めてお話をお聞きしたいと思います。 

 

■山田区長 

 来年からは障碍者に応じたサービスが提供できる仕組みを目指しての支援費制度と

なります。一番大事なのは、自己決定できるような相談、情報提供、全体のコーディ

ネイトの役割が行政に任される必要があります。民間事業者ではやれないことを、あ

る意味行政がフォローしていく部分が相当出てくると思います。更に生活の場でのサ

ービスの充実や、グループ・ホ－ムについてもまだ多くの課題があります。 

 

■石渡先生 

 ありがとうございました。行政と民間がどんなサービスを提供するかで、スウェー

デンでは画一的サービスではなく、一人一人に応じたサービスができているのはなぜ

かということをお聞きしたいと思います。 

 

■アンネリーさん 

 個人に対応したケアをできるようにというのは、「ＬＳＳ」という法律に基づいてな

されています。スウェーデンの全ての市に、特別助成金を支給しています。しかし、

スウェーデンでは地方分権が進んでいるので、各自治体で解釈に違いがあります。自

分の住んでいる市での査定、判定に不満な場合、各個人が行政裁判所に訴えて審査し

てもらう権利があります。非常に重要なことは、ニーズ判定員が一人の人がグループ・

ホ－ムに入る必要があるかどうか、判定は行政の人間がするか、どれだけ予算がある

かを見るのではなく、査定する人はニーズの査定だけで、ケアをするのは二つの全く

違う機関がしていることです。知的障碍のある人、そのほかの身体機能障碍のある人

が人間らしい生活ができる、それを最優先すると一致して決めた法律です。非常に重
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要なことは、ニーズを判定する人と、実際に査定、判定により決まったケアを提供す

る、この二つが分かれていないと駄目です。 

 

■石渡先生 

 ありがとうございました。エレーンさんが、強調されたのは介護保険の介護指定専

門医のことですが、介護支援専門員は、ケアプランを作る方と提供者が同じ法人であ

ることで問題が出てきています。障碍者のケアマネ－ジメントが、支援費の枠外だと

いうことがプラスに機能しないといけないと思います。そして各自治体により違いが

あるということです。この中で特に注目したいのですが、まずグループ・ホ－ムを優

先するということを日本でも、もっと強調していかなければいけないと思います。エ

レーンさんのお話を伺って改めてその思いを強くしました。 

 アンネリーさんのお話でも、自己選択・自己決定の選択肢が豊富ということが、と

てもうらやましく思いました。それに至るまでにはそれなりに地道な積み重ねがあっ

たことが感じられました。 

 

■エレーンさん 

 法文の解釈ということで、法律の文章を公共の公務員がニーズを判定解釈するのと、

私は障碍児の親として解釈の違いがあります。これは裁判所によって決めてもらうと

いうのがあります。 

 一つ例をあげますと、ある時ピアが二人のアシスタントをつれて、１週間のバケー

ションに行こうとしました。その前の年、初めてマジョルカ島に休暇に行きました。

ピアは、すごく楽しかったようです。旅費は全部自分の貯金から払いました。ピアは

一人では行けないので、二人のアシスタントを連れて行くことにかかるお金は行政が

払ってくれました。しかし次の年には、アシスタントは一人分のみの許可でした。こ

れには納得できませんでした。市は財政が困難であるし、外国にわざわざ休暇に行か

ないでもいいと言われました。私は行政裁判所に訴えました。数ヶ月かかりましたが、

裁判により行政が負けました。 

 

■石渡先生 

 とてもわかりやすいお話で納得できました。日本も、これから支援費の時代になり、

決定に納得できなければ不服を申し立てることができるので、こういう制度を活用す

ることが改めて大切だと思いました。そして苦情解決のシステムをどう使うか、皆が
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納得できるサービスを提供できる杉並になること、障碍者が地域で自立の確信をもて

るようにする、そんな地道な積み重ねの大切さを感じました。 

佐藤さん、サービス提供者の視点から、これからどういうことが求められるか、お話

しいただけますか。 

 

■佐藤さん 

 これからは地域で支援する人や、事業者がどれだけ増えるかがとても大事になると

思います。現実には障碍がある方との接点が少なく、高齢者ヘルパーはできても障碍

のある方にはできないという実体があります。それを考えると、業者が区内で活躍で

きるよう話し合う機会が必要です。スウェーデンの「ＬＳＳ」、アメリカの「ＡＤＡ」

には法律的な裏付けがあります。杉並区なりの決意として意志表明で当事者を中心に、

行政、区民、事業者が話し合いでどう目標を追求するかが大事だと思います。これを

杉並が先んじてやってもいいのではないでしょうか。その目標を表明し、理解者や事

業者を増やしながら拡大できればいいと思います。 

 

■石渡先生 

 ありがとうございました。やはり法律で大枠が決まり、法律を守るということが、

サービス提供者、使う側にも意味があるようです。日本でも縦割りの身体障碍者福祉

法などでなく障碍者全体、高齢者など、サービスが必要な人の全部のニーズに答える

包括的な法律が出てきています。 

佐藤さん具体的なイメージとして、法律などの枠組みを作る、杉並としての目標を明

確にする上で、まずはどのような具体的なお話などおありでしょうか？ 

 

■佐藤さん 

 これは山田区長にお願いします。 

■山田区長 

 杉並の障碍者全体の基本的考え方、目標を示すようなものを、スウェーデンやアメ

リカなど各国の法律も参考にしながら、検討したいと思います。（拍手） 

 

■石渡先生 

 ありがとうございました。お二人のお話や、午前中からのお話を聞いていて、エレ

ーンさんは、色々な意味で自分が活動しなければならない場面があるが、それでなく
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てもピアは同じ生活をするだろうとおっしゃいました。これは日本の障碍者福祉の大

きなテーマでもあります。「親亡きあと」そう考えたときに、まわりにいろんな支援を

する方がいる、このあたりのお話を補足していただけるとうれしいです。 

 

■エレーンさん 

 私がスウェーデンにある親の会、「ＦＵＢ」の会長をしているとき、「ＬＳＳ」が生

まれました。この背後にあるのは、私たち親の会は、今年の１月に亡くなられたオー

ケー・ヨハンソンさんなどと一緒に、何回も何回も政府に陳情に行ったということで

す。ヨハンソンさんは知的障碍がある方で、世界各地に住む人の、一つのシンボルの

ような存在でした。 

 私は親の会の会長として、中央機関に働きかけました。今はスウェーデンの西海岸

で36の小さな団体の人たちと活動しています。そこは自閉症の患者の会、運動障碍の

ある若者と子供たち、神経系統の難病の人など色々な会が含まれています。６週間に

１回ずつこの地区の政治家と会って話をします。人の考えが変わるのは時間がかかり

ますが、地道に進んでいくと結果的に実を結ぶと信じています。現在では知的障碍の

ある人もバスの中、劇場、映画館、レストランいたるところで、社会にあるサービス

を受け、普通に生活をしています。社会において決定権のある人の考え方を変えるの

は、当事者が話をするのが一番いいと思っています。 

 「ＬＳＳ」という法律を生むため活動していた時は、国会議員、政府の大臣や閣僚

などが親の要望も聞きましたが、同様かそれ以上に当事者の声にも耳を傾けたと思い

ます。当事者たちが活動しなかったら、このすばらしい法律は生まれなかったと思い

ます。だから心に掛けるいろんなタイプの障碍のある人、その人たちもできるだけ表

面に出て活動していくと、自治体など、行政の人も考えを変えると思います。 

 ピアが今のような生活をする支援ができなくなってしまったら、きっと今より悪く

なると思います。しかし、私が将来高齢などで活動できなくなってしまうその時まで

には、私がいてもいなくても、今と同じ生活ができるように行政の態度を変えていけ

ると信じています。 

 

■石渡先生 

 ありがとうございました。やはり、当事者たちの声をきちんと行政に伝えていくこ

とが大切なのだと思いました。オーケーさんには色々な意味で、私も感銘を受け啓発

されたのですが、お亡くなりになられて本当に残念です。しかし日本でもオーケーさ
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んのような方が、確実に育ってきていらっしゃいます。国際障碍者年のときに、社会

の荷物と言われていた方が発言されていたことが、今の社会福祉の基礎構造改革に繋

がっています。重い障碍があっても、高齢になって介護が必要になっても、尊厳をも

って生きていく。これを法律の中に、きちんと位置づけていたと思います。 

 エレーンさんが「ＬＳＳ」について、どんなサービスがあるかを紹介してください

ました。これらは障碍者福祉の支援費になった時の、新しい方向性と重なると思いま

す。介添人サービスは、ホームヘルパーの枠組みで、ガイドヘルプサービスを使える

ようになってきていますし、ホームヘルプの在り方が変わってきており、こういう制

度の変革は、知的障碍があっても同じ人間なんだということを、強く主張されていた、

「ピープルファースト」という団体や、違う当事者の会などが厚生労働省に訴えたこ

とが制度改革に繋がったと聞いています。当事者の方との連携、いかに当事者の方が、

その生活を訴えていくということが大事なんだと思います。 

 もう一つ、強調されていたことで、36の関係団体が連携して６週間に１度ずつ行政

機関に訴えていることです。「障碍者の住みよい杉並をつくる会」も、20年以上活動

をしています。やはり、地域が連係していくことの重要性みたいなことを、スウェー

デンの実践から、改めて学ばされる思いがしました。一般の人たちを変えた点で、伊

達市は、「ノーマライゼーションの町」と言われるようになったのではと思います。そ

して、強い差別や偏見など時間をかけて変えていく。これからは、行政という立場、

サービス提供者、ご本人、家族という立場と、一般の杉並区民、地域の人達にどう課

題を理解していただくかが大事です。この辺について、区長さんと佐藤さんに一言お

願いします。 

 

■山田区長 

 かつて、高齢者施設を地域に作るというだけで反対運動がありました。現在はそう

ではありませんが、やはり高齢者に対し、理解が十分でないことは認めなければなら

ないと思います。接点などの機会を増やすことが必要だと思います。そういう意味で

は、これまでにふれあい運動会などスポーツを通じてそういう機会をつくってきまし

た。さらに地域の中で、共に一緒に暮らす喜び、そういう機会を意識して、身近なと

ころにそういうものがたくさん出来てきたら、遍在していくということだと思います。 

 

■石渡先生 

 ありがとうございました。スウェーデンでは地域の人が、障碍のある方の生活に、
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どのようにかかわっていらっしゃるのか、アンネリーさんからお話いただきます。 

 

■アンネリーさん 

 スウェーデンでは、社会が支援しなければいけないという、社会責任となっていま

す。しかし実質的な、しかも自分の意見を反映できる生活をしていくためには、社会

に住む市民が知的障碍者に対する、接し方を変えなければなりません。そのためには、

知的障碍のある人から、地域の住民に自分たちのしていることを情報提供することが、

私たちの責任であると思います。たとえば、新しいデイ活動の場を、学校の中、高齢

者住宅の中などで運営するとします。そしてここでうまくいき、受け容れてもらい、

社会の中で活動していくためには、学校だったら生徒、職員。高齢者住宅ならそこで

働く、職員と高齢者たちに、私たちは説明しなければなりません。スウェーデンでは、

時間がゆっくりしています。コーヒーショップなどに買い物にくる人達とお話をする

時間があります。この活動をしたがる障碍者は、人と話すのが大好きです。しかしお

金の計算ができません。そこでお客さんの方におつりのこととか考えて欲しい。とい

うことも説明します。これが地域の人と接していくやり方です。自分たちについて理

解してもらうためには、非常に良い情報提供の仕方だと思っています。 

 

■石渡先生 

 ありがとうございました。今の話をきいて、市民の責任ではなく、「社会の責任」と

スウェーデンはとらえている。そういうスウェーデンの実践に励まされ、杉並でも、

勇気をいただいた気がします。そういう意味で改めて地域の区民とのどんな協力体制、

協働をとるかということもありますが、そのあたりの佐藤さんのお考えをお願いしま

す。 

 

■佐藤さん 

 杉並は、国際障碍者年から続いているのが特徴です。色々なタイプの障碍の方が集

まって力を出し合い、共通点を作って、前に進んできた。それが今日も続いています。

行政の設けている組織も、地域の運動でもそうです。その力を大事にしたいと思って

います。私自身としては、障碍のある当事者に、どれだけ発言の場を作ってきたのだ

ろうかという、とても強い反省があります。今度杉並区が障碍者区議会を作るとのこ

とですので、当事者を中心にした動きを進めて今後に活かせるようにしたいと思いま

す。 
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■石渡先生 

 終わりの時間が迫っていますが、最後に４人のシンポジストの方に、これからに向

けて何を大事にしたいか、こんな期待を持てるというような、ますます元気の出るよ

うな一言ずつをいただきたいと思います。 

 

■エレーンさん 

 1993年に国連憲章が生まれました。知的障碍の方の基準を決めるために、現在の国

連総長のアナンが特別な報告者を決めました。先週、スウェーデン人であるベンクト・

リンクビヒトが日本にきていました。彼は電話で、ぜひ日本の政府にエレーンに会っ

て欲しい、国連憲章に沿った憲章を日本政府に言って欲しいと言いました。ベンクト

さんは日本の閣僚に会ったそうですが、それに対して懐疑的だったそうです。知的機

能障碍の人も他の人と同様、社会の一員として生きる権利があると述べて欲しいとい

うだけの話なのです。障碍のある人、その家族としても何もぜいたくをしたいと言っ

ているのではありません。 

 普通の人と同じような住宅に住みたい。１日のうち、何かをする活動がほしい。自

分のことを気にかける人に囲まれていたい。または、そういう人が欲しい。機能障碍

者憲章とは、普通の日本人と同じような生活ができるようにして欲しい、ということ

です。それには、情報提供と能力を高めることです。私たちは、ここで市民の偏見態

度を変えることができると信じています。こういう闘争は、私たちが共にしていかな

いとだめなのだと思います。日本でも、運動していくと効果が出ると信じていますの

でがんばってください。 

（拍手） 

■アンネリーさん 

 重要なのは、疑問があったら話し合いをすることだと思います。日本では色々な事

をしようという意志があります。イエテボリには、多くの方が見学にきました。それ

から、我々が日本を訪問できたということは、皆さんがスウェーデンでやっているこ

とを学びたい、日本の状況を変えていきたいという気持ちがあるのだと理解していま

す。がんばってください。 

（拍手） 

■山田区長 

 テレビで見たのですが、高齢者施設のデイサービスの部屋は、皆で歌を歌う、ボー
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ル遊びをするなど、まだまだそのレベルで、本来はその人の人生を活かすべきなので

す。このことは障碍者にも言えるでしょう。人間の尊厳が、きちっと守られ活かされ

ていくことは私たちの課題だと思います。ぜひがんばりたいです。（拍手） 

 

■佐藤さん 

 スウェーデンの方から熱い心のエネルギーをいただきました。区長さんからも明確

な意思をいただき、とても心はずむ１日となりました。明日から一緒に努力しましょ

う。 

 

■石渡先生 

 どうもありがとうございました。４人のシンポジストの方、ありがとうございまし

た。１日わかりやすい通訳をありがとうございました。 

（大拍手） 

■司会 

 ありがとうございました。杉並で、ご本人、家族そして行政、支援者が同じ目標を

もち、地域生活支援にあたろうと話しました。インターネットで世界の人にも配信で

きてよかったと思います。手話通訳、インターネット、パソコン要約筆記の皆さん、

本当にありがとうございました。（拍手） 


