特

集

障害者とともに 生きる
誰もが障害の有無によって分け隔てられることなく、
お互いに尊重し合いながらともに生きる社会をつくろうと、
「障害者総合支援法」が2014年に、
「障害者差別解消法」が2016年に施行され、
2018年には「バリアフリー法」が改正された。目指すのは支え、
支え合う「お互いさま」の社会。

＊
「障害」
の表記について
編集部では法律・条令・団体名など
はそのままに、誌面では「障害」とし
ました。この方針を決めるに当たって
は、『なぜ人と人は支え合うのか―
「障害」から考える』
（渡辺一史著、
ちくまプリマー新書）中の「表記問題
の本質」や、取材させていただいた
DPI（障害者インターナショナル）日
本会議の今村登さんのご意見などを
参考とさせていただきました。同時に、
取材先や寄稿者の方々がこだわりを
持って使われている表記については、
そのままとしています。

いま、
この社会で支え合い、
ともに生きる人たちを訪ねてみると、
障害者を取り巻く多くの問題とともに、
多彩な活動と明るい笑顔に出会えた。
イラスト●霜田あゆ美
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認定NPO法人DPI日本会議 ＋ NPO法人自立生活センタ ーＳＴＥＰえどがわ

障害者自身が声を上げる
制度が前進した平成の 年
今村 登
けいつい

年の東日本大震災では、
障害者救援本部の設立メンバーとなって広報を担当。
年からは障害者団体のＤＰＩ日本会議事務局次長を兼任している。障害のある人もない人も

歳のときに事故で頸椎を損傷し四肢まひとなり、
電動車いすに乗る今村登さんは、
２００２年に、
障害を持つ仲間と「自立生活センターＳＴＥＰえどがわ」を設立した。

30

同じように暮らせる社会へ。障害者を取り巻く問題の解消を目指した活動を続けている。

り上げて世界的なキャンペーンを展開
した。このころから障害者を施設に隔
離するのではなく、地域社会で同じよ
うに生活するのが本来あるべき姿であ
るという「ノーマライゼーション」の
理念が広がる。日本ではじめて自立生
活センターが設置されたのは、ＤＰＩ
日本会議の発足と同じ１９８６年。障
害者運動の世界的な流れを受け「自分
たちに必要なものは、自分たちが声を
上げる」という機運が高まっていた。
２００６年（平成 ）に国連で「障
害者権利条約」が採択されたことも大
きな出来事だった。この条約は、障害
は個人ではなく環境にあるという「社

今村さんが事務局次長を務める「Ｄ

私たちのことを
私たち抜きで決めないで
う現場と、その声を政府に届けるとい

です。介助者派遣などのサービスを行

ために必要なサービスを提供する拠点

活センターは、障害者が地域で暮らす

を語るうえで欠かせないキーワードの

当事者の声というのは、障害者運動

大きく異なる点です」

）
、国

す。そこが親や支援者が主体の団体と

るということにこだわりを持っていま

「社会モデル」という異なった考え方

障害を捉えるとき「医学モデル」と

もに学ぶ）についても示されている。

が望めば配慮のもとに地域の学校でと

教育（障害の有無にかかわらず、誰も

基づく差別の禁止や、インクルーシブ

写真提供 ●DPI日本会議、自立生活センターＳＴＥＰえどがわ

ＰＩ（障害者インターナショナル）日
う役割分担。実際のところ障害の種別
ひとつだ。１９８１年（昭和
がある。
「医学モデル」では、障害は

撮影 ●島﨑信一

本会議」は、身体障害、知的障害、精
によって要望が異なることも多々あり、
連がこの年を「国際障害者年」と定め、
機能障害によって起こる個人の問題だ

取材・文 ●梶野佐智子

神障害、難病など障害の種別を超えた
『障害者のみなさんもさまざまな意見
障害の問題を人権問題の一環として取

会モデル」の視点から作られ、障害に

障害者団体が集まり、１９８６年（昭
があるから』と政府に都合よく進めら

和 ）に発足、 団体（２０１８年

「ＤＰＩ日本会議は、主に政府への政

策を地域へ届けることも活動の一つだ。

集め国の施策に反映させ、また国の施

月現在）が加盟している。地域の声を

員の過半数（ ％以上）が障害者であ

害者自身が務め、意思決定機関の構成

者が主体の組織であること。代表を障

が必要です。共通するのは、障害当事

れるのを避けるためにも、課題の整理

ーションや治療を頑張りましょう』と

『障害を乗り越えるためにリハビリテ

「医学モデルで考えると、国の対応も

しやすくなるところだ。

ーを使う人など、障害がない人も暮ら

環境を整えることで高齢者やベビーカ

と考えるのだ。この捉え方のよい点は、

ていない社会環境にこそ問題がある、

などを取り除く「合理的配慮」がされ

とは、障害者の生活を妨げている段差

動できて障害は生まれない。というこ

エレベーターが完備されれば自由に移

ば、車いすに乗っていてもスロープや

の環境により生まれると考える。例え

機能障害そのものが原因ではなく社会

害者が生活するうえで起こる障害は、

と考えるが、
「社会モデル」では、障

51

なる。けれど頑張ったところで治らな

中学から大学までバレーボールの選手。29歳の時に不慮の事故にて
頸髄を損傷、
四肢体幹まひの重度障害のある身となる。
障害者の問題を切り口に、
他（多）分野の人々とのつながりを作る。
2014年の渡米以降、
日米で協力し
世界中の自立生活センターのネットワーク作りにも従事。
2017年のWIN（World Independent living center Network）
設立に寄与した。

策提言を行っています。一方で自立生

「障害者基本法」施行
自立生活運動が起こる
車いす市民集会の始まり

国連が定めた

「国際障害者年」
「ノ ーマライゼ ーション」
の理念が広がる

「障害者自立支援法」
施行

国連による

「障害者権利条約」
発効

「障害者基本法」改正
最初の施行は1970年

成立 2014年施行

「障害者総合支援法」

成立 2016年施行

「障害者差別解消法」

「障害者権利条約」を
141番目に批准
条約の求める
水準以下であった
国内法の改正を先行させ、
環境を整えてからの
批准となった

Noboru Imamura

11

56
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「バリアフリ ー法」改正

1964年長野県飯田市生まれ。
順天堂大学体育学部卒。

96

2012年
2020東京オリンピック・
パラリンピックに向け、
前進

「障害者差別解消法」の施行を祝う
パレードで同法をPR（2016 年 3月
31日、施行前日の日比谷で）
。

1970年
1981年
2006年
2008年
2011年
2013年
2014年
2018年

障害者とともに生きる

特集

今村 登

DPI日本会議事務局次長、全国自立
生活センター協議会副代表、自立生
活センター STEPえどがわ代表を兼
任する今村登さん。DPIは国際NGO
で、Disabled Peoples’Internatio
nalの略。

18

29

14 11
61

支え合う
「お互いさま」社会に向けて少しずつ制度が整い、環境が追いかける

ＮＰＯ法人 Ｄ Ｓ-ＨｉＰＳ

車いすから発信する
パラスポーツの潜在力

現在、NEC社員、NPO法人D-SHiPS32代表。

子どもたちと遊び、
戯れることの喜び
「はーい、
みんなこっちに集まって！」
上原大祐さんが声を掛けると、バス
ケットボール用の車いすに乗った子ど
もたちは、歓声を上げて車いすを漕ぎ、
彼のもとに集まっていく。
人の子どもたちが周りに集まると、

上原さんは手際よく２人の「鬼」を決
め、車いす鬼ごっこが始まった。上は

上原大祐

小学校高学年から下は５歳くらいまで

ぐに頭角を現し日本代表に選出され、
２００６年のトリノ、２０１０年のバ
ピョン チャン

ンクーバー、そして一度は引退したも
のの現役復帰した２０１８年 平 昌ま
で、３度の冬季パラリンピック出場を
果たした。

特集

の子どもたちが、おずおずとしている
のはつかの間、間もなく車いすでの急
停止、急ターンを体得し、ハーフコー
トの中をところ狭しと走り回る。
決められた 分間を存分に遊んだ子
どもたちは、順番待ちをしている次の

人へバトンタッチ。上原さんは休む
暇なく、また鬼ごっこだ。
川崎市高津スポーツセンターで開催
された「たかすぽフェス」の一場面だ。
このパラスポーツ体験イベントに先立
って取材をした際、上原さんは、
「パ
ラスポーツ推進に取り組んでいるのは、
社会貢献の意識からというより、まず、
子どもたちと戯れ、遊んで楽しみたい
からです。社会貢献するぞ、ボランテ
ィアするぞ、という意気込みはありま
せん」と説明してくれた。
そのときは「なるほど」とうなずい
たものの、１時間にわたり延べ 人の

）
、長
野大学在学中の 歳のときのこと。す

めたのは、２０００年（平成

上原さんがパラアイスホッケーを始

日本代表選手として
パラリンピック３大会に参加

さんは休憩なしで１時間走りまわった。

るとは思いもしなかった。結局、上原

子どもたちと車いすの鬼ごっこに興じ

60

12

上原大祐

、吉村もと

Daisuke Uehara

32
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33

10

19

２０１０年バンクーバー冬季パラリンピックのパラアイスホッケー準決勝の対カナダ戦で決勝ゴールを
決めたパラリンピアンにして、
バイタリティあふれる言動で、

写真提供 ●ＮＰＯ法人 Ｄ Ｓ
- ＨｉＰＳ

1981年、
長野県生まれ。
2006年トリノ冬季パラリンピック日本代表。
2010年バンクーバー冬季パラリンピック銀メダリスト。

あらゆるバリア（障害）
を取り除こうと取り組む上原大祐さん。子どもたちを主役にした
パラスポーツ推進からユニバーサルデザインの検証まで、
多方面にわたる活動について取材した。
取材・文 ●黒澤 円 撮影 ●藤牧徹也
32

屈託のない上原さんの笑顔に引き込
まれて、鬼ごっこのはずなのに子ども
たちが集まってくる。

障害者とともに生きる

10
10

32

バスケットコートを半分に区切ったエリアで車いす鬼ごっこを楽しむ上原さんと子どもたち。10 分間はあっという間に過ぎて、何度も参加する子の姿も。

1

視覚障害があっても
何でもできると伝えたい
が情報を発信することで視覚障害児を

あり、彼女とやり取りをするうちに私
の方が安全に使えるのだという。その

置を手で触って確認できるガスコンロ

子に視覚障害があり、目の見えない人

解説をＳＮＳで聞いていたところ「息

展開が分からないところもある。その

ドラマ好きだが、音声のない場面では

母さんとの出会いだった。西田さんは

いう趣味を通じて知り合った、あるお

（平成 ）
。きっかけは、ドラマ鑑賞と

サイトを立ち上げたのは２０１４年

て知ってもらう啓蒙活動を行っている。

」と
支援するための「 Mothers’Cafe
いうサイトを運営し、視覚障害につい

障害を持つ子どもを育てるお母さんを

師として週２日勤めるかたわら、視覚

日本盲人職能開発センターの非常勤講

障害はない。西田さんは社会福祉法人

で全盲になった方で、お子さんに視覚

人で暮らしている。ご主人は中途失明

在はご主人と小学２年生の娘さんと３

で切って、火を使って焼いたり煮たり、

るのかよく聞かれますが、食材を包丁

「目が見えなくてどうやって料理を作

くりしている。

して仕事と家事、そして子育てをやり

人で通勤し、家では料理を作り掃除を

から四谷の仕事場まで白 杖 を使って一

が、西田さんは現在、江戸川区の自宅

しているかを知る機会はほとんどない

視覚に障害を持つ人が、どんな生活を

というイメージを払拭する意味がある。

それには「視覚障害＝何もできない」

ているかを記したエッセイも掲載した。

西田さんが現在どのような生活を送っ

リアルに書かれている。その一方で、

あると分かったときの戸惑いや苦悩が

ることからはじめた。子どもに障害が

いた育児記録をＷＥＢサイトで公開す

まずは西田さんの母親が書き綴って

を受けることもある。視覚障害があっ

の場所に一人で行けるよう、歩行訓練

ヘルパーさんに確認してもらう。目的

き届かないところがないか週２日通う

必要なものを伝えて購入し、掃除で行

ーで買い物をするときは、店員さんに

人の手を借りることもある。スーパ

日常に過ぎないのだ。

たり前で、仕事、家事、育児もまた、

彼女にとっては目が見えない世界が当

てしまうが、そんなことはないという。

を想像すると何をするにも難しく感じ

問題なく行う。自分が目を閉じた状態

使いこなし、洗濯や掃除などの家事も

とか『夕飯のお手伝いにいこうか』な

さんも目が見えないなんて大変だね』

「まさにこれだなと。私はそんな誤解

れた。

われて悔しい」という言葉を教えてく

きるのに、何もできない人みたいに言

から掛けられた「お母さんは何でもで

発信活動の理由を尋ねると、娘さん

よ」と西田さんは笑い飛ばす。

ほうがよっぽど危ないわって思います

らすれば、小学２年生に火を使わせる

んて言われたりするみたいです。私か

「娘が学校の友達に『お母さんもお父

のかもしれない。

がテレビドラマを楽しんでいると知っ

普通ですよね。焼き上がったかどうか

火を使って料理することに驚かれる

は くじょう

て感動しました。あなたのお母さんが

「私は視覚障害を持つ子どもとして育

こともあるが、調理器具を置く場所が

い」と打ち明けられたのだ。

ち、今は母親でもあります。お母さん

分かりにくいＩＨよりも、コンロの位

判断できます」

は、菜箸で触ったときの食材の硬さで

視覚障害についての情報が少なすぎる

るか想像に難くない。言い換えると、

発信が母親たちにどれだけ希望を与え

ても、工夫次第で何でもできる。その

西田 梓

どうやってあなたを育てたのか知りた

熟児の先天性全盲として生まれた。現

ほかにも、画面読み上げソフトを使っ

Mothers' Cafe 主宰
育てるお母さんたちの役に立てること

1 白杖を持って一人で通勤し、買い物
にも出掛ける。2 慣れた手つきでトント
ンと野菜を切る西田さん。料理好きだ
そうで、危なげなところはない。

西田梓さんは、体重９１７ｇ の超未

精力的に行う。インターネットで「Mothers' Cafe」
「Mothers' Cafe YouTubeチャンネル」
を運営中。

てパソコンを扱いワードやエクセルを

視覚障害を知ってもらうための講演やワークショップなどを

があるのではと思いました」

2

写真提供●Ｍｏｔｈｅｒs’Cａｆｅ
撮影●片柳沙織
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自分の経験を発信して
視覚障害児を育てる
お母さんを支援する
YouTubeで公開している西田さんの
動画。親子の日常や、旅行先でバリ
アフリー環境の違いをレポートするも
の、講演活動なども配信している。

取材・文●梶野佐智子
西田 梓

Azusa Nishida
とお子さんの双方に共感できる部分が

特集

社会福祉法人日本盲人職能開発センター非常勤講師。

26

そこにあるのは「困難に立ち向かう親子」
といった感動のドラマではない、
ごく普通の日常だ。
障害者とともに生きる

1981年、
兵庫県生まれ。

ある全盲の母親とその娘の日常を映した動画がＹｏｕＴｕｂｅで公開され、46万回以上再生されている。

社会へリベンジしようとする
カッコいい大人の中で生きたい
滋賀県内に７カ所ある障害者働き・
暮らし応援センターが設置されたのは
２００５年（平成 ）のこと。その中

その上で職業訓練を受けることにより

があると診断された人などが該当する。

している人や医療機関等において障害

が受けられるのは、障害者手帳を所持

ートしているからだ。福祉の就労支援

てはまらない人の働きと暮らしをサポ

制度を利用しながら、福祉の制度に当

ーム困救」を立ち上げ、生活困窮者の

している。その理由は、任意団体「チ

のもとには、全国から講演依頼が殺到

を務める野々村光子さん。野々村さん

その発起人となったのがセンター長

」-は独自の動きをしてい
も「 Tekito
ることで注目されている。

〞
」
援センター〝 Tekito
- だ。 つの事
業所はそれぞれ独立しているが、中で

院に入院した。もう一回社会で働ける

しんどくなって仕事を辞めて精神科病

たちは学校を卒業して働いたけれど、

が『風邪ひいてるの？』と聞くと、『僕

を飲み出す姿を見て驚いたんです。私

やと思っていたら、昼食後、一斉に薬

運営している人たちはみんな職員さん

に初めて出会いました。一緒に祭りを

したんです。そこで精神障害のある人

福祉施設のお祭りボランティアに参加

母親のヘルプで春休みに甲賀町にある

た。内定が決まっていたこともあり、

ので、幼稚園の先生になるつもりでし

「じつは大学で幼児教育を学んでいた

め、小さい頃から障害者と接すること

の一つが「東近江圏域働き・暮らし応

就労が見込める人になる。福祉の制度

ようになるために、その練習で作業所

が日常の中にあったという。

がら知的障害者の支援を行っていたた

から抜け落ちてしまうのは、障害があ

に来ている』と言うんです。その時、

の む らみ つ こ

っても認定を受けていない人だけでな

なんてカッコいい大人なんだろう！っ

の

く、何十年も自宅に引きこもっている

Mitsuko Nonomura

て衝撃でしたね。私やったら、入院し

就労がゴールではなく、本人が就労し続けられるよう企業側へのサポートも丁寧にしているからこそ「Tekito-」は信頼を集めている。

人や犯罪を繰り返す人、お酒やギャン

取材・文●西川有紀
（モーラ） 撮影●米田真也

なければならないほどの病気の原因に

野々村光子さんのブレない信念と、
利用者への敬意があふれていた。

ブルなどの依存に苦しむ人などがいる。

「東近江は変」。
これは名古屋のNPO法人が総務省の事業で「就労の定着率の高い地域の理由を探る」
という
報告書に書いた感想だ。
「変」の理由を探ると、
そこには制度や固定概念にとらわれない、

なった社会をもう一回目指すなんて考

7

だと日々感じながら仕事に従事する中、

する。精神障害者に福祉の制度が必要

の制度を受けられないという壁に直面

ったため、就職したいと思っても福祉

当時は、精神障害者は医療の対象者だ

業所へ就職した野々村さん。入職した

ィアで参加した施設の精神障害者の作

せっかくの内定は辞退し、ボランテ

たちの中で生きたいと思ったんです」

えられない。私はこのカッコいい大人

れていく。

〞
」
ー〝 Tekito
- をスタート。ここから、
野々村さんの圧倒的な人間力が発揮さ

し、一人で「働き・暮らし応援センタ

いた。そしてスーパーの一角を間借り

法人 わたむきの里福祉会」に席を置

トすることを決意。民間の「社会福祉

「働き」と「暮らし」の両方をサポー

その後野々村さんは滋賀県へ戻り、

と向き合うことに限界を感じました」

談とやりとりだけで、その人の暮らし

「会っている 分以外の 時間がどう

る難しさを実感する。

け落ちてしまう人の働くことを支援す

組んだ。そこで改めて福祉制度から抜

業への雇用や職場定着の啓発にも取り

障害者のケアと何が違うかを考え、企

をしながらどんな制度が必要か、知的

んはハローワークに転職し、窓口業務

が設けられることになった。野々村さ

のハローワークに、精神障害者の窓口

京都に全国で初めてできる障害者専用

滋賀県竜王町出身。
「働き・暮らし応援センター
“Tekito-”
」のセンター長。
精神保健福祉士。
2015年ふるさとづく
り大賞
個人表彰（総務大臣賞）
受賞。

いう暮らしになれば働くことにつなが
るのか。そこが大事なのに、机上の相

「大事なのは物語」と語る野々村さ
ん。一人ひとりの個性に寄り添い、
変化していく姿を大事にしている。

野々村光子

野々村さんの母親は自宅を解放しな

24

地域で生きづらい人の
暮らしを知っていることが
最大の応援になる
17
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東近江圏域働き・暮らし応援センター“ Tekito-（テキトー）”

障害者とともに生きる
特集

野々村光子

