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本人の意思を大切に、
新しい暮らしの選択を

Introduction
JL NEWS 編集委員長／全国手をつなぐ育成会連合会 常務理事兼事務局長

又村あおい

2016（平成 28）年 7 月に発生した津久井やまゆり

大きく変わろうとしています。これからは、まず住ま

園での殺傷事件から、4 年が経過しました。19 名が

いの場所が 2 ヵ所になり、さらに入所施設以外の暮ら

亡くなり、26 名が重軽傷を負った戦後最悪の殺人事

しぶりも選んでいく場面が増えるわけです。
そこで重要になるのが、入所している一人ひとり

件は、
今年の 3 月に植松被告へ死刑判決が言い渡され、

の選択です。事件発生以降、心ならずも住まいを移

控訴取り下げにより死刑が確定しています。

され、ストレスにさらされてきた方々ですから、新

また、津久井やまゆり園については神奈川県がまと
めた「再生基本構想」に基づき、もともとの「津久井

しい暮らしの選択に際しては、自分の希望、意思、

やまゆり園」を再整備するだけでなく、現在の仮施設

気持ちが最大限に尊重される必要があります。本特

（旧県立ひばりが丘学園）を再整備して「芹が谷やま

集でご紹介する津久井やまゆり園における意思決定

ゆり園」とすることが決まっています。それぞれの施

支援の取り組みは、こうした暮らしぶりの選択の礎

設規模を小さくして、地域生活への移行を進める方針

となるものです。JL ニュースとしても継続的に取り

です。津久井やまゆり園を取り巻く環境、とりわけ入

上げていきますので、読者の皆さまもぜひご注目くだ

所している人の生活環境は、事件から 4 年が経過して

さい。

私たちは、世界の知的障害・発達障害のある人々が、障害のない人と
共に参加する共生社会の実現を目指しています。
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耳をすませて
津久井やまゆり園と意思決定支援
社会福祉法人かながわ共同会

入倉

津久井やまゆり園

園長

かおる
グループホームに入居するための体験利用は、不安を

はじめに

抱えながらではありましたが、取り組んでもらうこと

新型コロナウイルスという「見えない敵」と戦いな

ができました。

がら、我慢の毎日を過ごしていたのは、全国どこの施

2017 年の後半から取り組みが始まった「意思決定

設も同じことだったと思います。私たち、津久井やま

支援」は、今では津久井やまゆり園の支援の中心になっ

ゆり園も例外ではありませんでした。2020 年 2 月頃

ています。新型コロナウイルスの影響で、意思決定支

から利用者ご本人の活動や外出等が難しくなり、ご家

援の会議は、予定が延期されたり、ウェブで開催した

族の来園も中止していただく事態になり 1 年間を締め

り、今までにない工夫が必要になっています。日々の

くくることもできないまま、
令和 2 年度を迎えました。

支援の中では滞ることなくご本人の声に耳をすませ

津久井やまゆり園再生基本構想の大きな柱のひとつ

て、心の声に思いを寄せて、ご本人が伝えたいことを

「意思決定支援の取り組み」も、3 月からは予定して

伝え、決めたいことを決めて表出できるよう支援を進
めています。

いた会議が中止になり、ご家族や相談支援事業所の相

津久井やまゆり園の事件があったから、私たちが再

談員さんの来園も自粛していただくこととなり、この

び暮らす場所を追い求めるために策定された「津久井

先どうなるのかな？と不安にかられました。
それでも、

図 1 意思決定支援の流れ
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やまゆり園再生基本構想」の意思決定支援ですが、決

お母さんやお兄さんのそばで暮らしたい。食べたい物

して特別なものではありません。ささやかな日々の気

や欲しい物がたくさんある。外出してたくさん買い物

づきから始まるエピソードや、地道に重ねた体験を通

したい。好きなアニメの DVD を見たり、折り紙やア

して見せてくれる生き生きと振る舞う姿から、私たち

クセサリーを作ることが好き。お仕事を頑張りたい。

はたくさんのことを学んでいます。

楽しく過ごしたい。たくさんお話ししたい。元気に過

あの事件から 4 年が経ち、今もなお仮住まいの暮ら

ごしたい」と、自分が望む生活について話してくれま

しが続いています。決して完成されたものではありま

した。A さんが望む生活を実現するために、日々の暮

せんが、ご本人にとってより良い暮らしを一緒に考え

らしの中で意思決定支援を展開し、A さんの思いを繰

る、学びが多い意思決定支援の取り組みと具体的な事

り返し丁寧に聞き取りながら、日常生活を豊かにする

例をご紹介します。

ために余暇活動の充実を図るなど、様々な経験や体験
を重ねていきました。

芹が谷園舎に引っ越した頃

A さんの意思決定支援を進めるに当たって、事前の

2017 年 4 月に、事件があった千木良から横浜市港

準備としてサービス管理責任者と支援者は、A さんの

南区芹が谷に引っ越しました。「元県立ひばりが丘学

個人情報を確認しながら、最新の情報に更新し、不足

園跡地」にある建物を借りて「津久井やまゆり園芹が

している情報を追加していきました。また、相談支援

谷園舎」がスタートしました。いつか千木良に帰るこ

専門員は、サービス管理責任者とともに、ストレング

とを夢見て新しい場所での生活が始まり、その年の秋

スモデルの視点から「手掛かり・ヒアリングシート」

に「津久井やまゆり園再生基本構想」が策定されまし

という神奈川県独自の様式で A さんの情報をまとめ

た。津久井やまゆり園利用者全員の意思決定支援が大

ていきました。
津久井やまゆり園利用者の意思決定支援は、支援チー

きな柱となり、基本構想に盛り込まれました。
今から思うと、不安で一杯でした。

ムで行っています。基本のチームメンバーは、相談支

もちろん、利用者の皆さんやご家族が不安一杯だっ

援専門員、支援担当職員、サービス管理責任者、市町
村障害福祉主管課職員、県障害福祉主管課職員です。

たことは言うまでもありません。
取り組みが始まった最初の頃は、職員研修の機会を

A さんに関する情報の共有、意思決定支援の手順や

多くもち、話し合う場を作り、お互いの戸惑いや不安

方法等の検討、支援チーム内での役割分担と今後の進

を出し合いました。そして 2018 年度に入り、本格的

め方について検討するため、最初にチーム会議を開催

に意思決定支援の取り組みが動き出しました。通常の

しました。支援チームでは、A さんがやりたいことや

業務に加えて取り組んでくれた事例は数え切れません。

気持ちを言葉で伝え、自分で決められる方であると見

ここではその中の一つの事例を紹介します。

立て、どのような生活をしたいか、A さんに直接意向
を確認していくこととしました。また、A さんにグルー

事例報告 ̶ 揺れる気持ちに寄り添って

プホームに関する情報を提供し、見学を勧めることにし
ました。あわせて、家族に意思決定支援について説明

自分の意思を言葉で伝えることができる A さんは、
社交的で人と話すことが大好きで、とても家族を大切

し、A さんの望む暮らしを実現するため、グループホー

にしている 40 代の女性です。反面、
待つことが苦手で、

ムの見学や体験を行うことを家族に伝え、母との面会

気に入らないことがあると声を荒げて怒ることがあり

の機会も確保できるよう進めていくこととしました。
A さんが集中して話ができるよう、他の人がいない

ます。日常的に車椅子を使用し、室内であれば自分で

部屋で、今後の生活について伺うとともに、「グルー

移動可能です。

プホームという住居があり、買い物も行けること、な

その A さんは、
「お母さんに会いたい。引越しして
3
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図 2 津久井やまゆり園における意思決定支援チームのプロセス等

かでも紹介するグループホームは実家から近く、母と

ここまでの支援の結果から、この先の A さんの支

も会いやすいこと」などを言葉で説明し、「一度見学

援の方向性を検討するために担当者会議を開催しまし

に行きませんか」と聞くと、A さんは大きく目を見開

た。A さんは情緒の波が激しく、A さんの本当の気持

き、高めのトーンで「行く」と返事をしました。

ちが分かりにくいこと、兄は A さんのグループホー

グループホームの見学は、A さんの負担に配慮しな

ムへの入居に慎重であること、A さんが体調を崩した

がら実施しました。A さんはとても気に入った様子で

場合の支援体制に不安があること、たった 1 ヵ所の

したが、反面、
「あそこには住みたくないの」という

体験で住まいの場を選択してよいのか、しかし、A さ

発言もあり、少し混乱している様子でした。

んの家族交流を考えると、良いチャンスなのではない
か、などについて話し合われました。

見学後、
A さんから「私、
あそこに行ってみるよ」
「私、
引越すんだよ」などの発言が聞かれるようになりまし

支援者が A さんに聞き取りをしたところ、グルー

た。支援チームとしては、この時点では、グループホー

プホームに引越したい気持ちがあるが、「引越しても

ムに引越すということがどういうことなのかを A さん

戻ってくる」との発言もありました。相談支援専門員

が理解できているか、判断できませんでした。また、

も支援者も、A さんがグループホームに移り住むこと

相談支援専門員と A さんの面談のなかで、
「早く引越し

の意味を十分に理解していないのではないか、グルー

たい」
「お母さんに会いたい」と思いを語っていました。

プホームの支援者から「また来てね」と言われ、頼ま

A さんの母にも「自宅から近いグループホームに

れたから行かないといけないと思っているのではない

住めるとよい」との意向があり、グループホームの 1

か、など A さんの本心が分からず、不安を感じてい

回目の体験を実施しました。支援チームとしては、A

ました。

さんから「引越す」「あっちに住みたい」との言葉が

さらに今後の A さんの支援の方向性を検討するた

あったものの、体験中に暴言や拒否的な行動もあり、

め、直接 A さんと家族からも話を伺えるように、体

A さんの言葉をそのまま受け止めてよいかどうか判断

験中に体験先で担当者会議を開催しました。会議の場

に迷ったため、
継続して確認していくこととしました。

で、A さんのグループホームの入居意思を確認しまし
4
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た。入居に慎重であった家族の理解を得ることもでき

グループホームでは、これまで入所施設で実現でき

ました。しかし、2 回の体験で方向性を決定してよい

なかったことに取り組んだり、家族交流もできるよう

のか、という不安もあり、さらに体験を継続し、A さ

になりました。しかし入居して 2 ヵ月半頃から、A さ

んの意向を丁寧に確認していくことにしました。

んが落ち着かなくなりました。そのため、新たな支援

この体験以降、
支援者や日中活動の支援者などから、

チームを集めて、A さんの支援を再構築するためのケ

グループホームへの引越しに迷っている A さんの様

ア会議を開催しました。生活環境の変化から A さん

子について報告がありました。グループホームへの入

の新しい苦手が見えてきたことで、新たな支援チーム

居が具体化したことで、A さんの入居を希望する気持

でアイデアを出し合い、今後の支援に活かしていくこ

ちは、一層強くなってきました。

とになりました。

3 回目の体験では、
「楽しかった」
「また泊まりたい」

グループホームでの生活体験を進めていく中で、支

との気持ちが聞かれた反面、グループホームでずっと

援チームが揺れ動く A さんの気持ちに寄り添い、同

住むかどうかの質問に対しては、A さんから返答がな

時に家族の気持ちにも寄り添いながら、A さんの望む

かったり、今まで一緒に暮らしてきた仲間と離れた

生活を実現するため支援を重ねました。現在、A さん

くないなど、寂しさを口にするなど、転居の意味を A

は家族にすぐに会えて、好きな買い物や外出ができる

さんが理解し始めてきました。4 回目の体験で、A さ

実家近くのグループホームで充実した生活を送ってい

んは入居意思をさらに強めました。他方、「引越した

ます。

ら施設の人ではなくグループホームの人になる」こと

A さんからは「今のグループホームでの新しい生活は

を A さんに話すと、何も答えなかったり、知らぬ素

とてもいい」
「一人だから楽しい」
「これからも、みんな

振りをしたり、寂しさを口にしたりと、A さんの心の

とお仕事を頑張りたい」とコメントをもらいました。

中で新しい生活への葛藤があることが窺えました。そ

なお、津久井やまゆり園利用者に係る意思決定支援

して、5 回目の体験が、グループホームの本入居へつ

の取り組みの事例集を、神奈川県が「意思決定支援の

ながることになりました。寮のお別れ会では、A さん

取組推進に関する研究報告書」としてまとめています。

は涙を流しながら「頑張ってきます」と皆に挨拶をし、

今回紹介した事例の詳細も掲載しておりますので、神

新たな生活への決心をしました。

奈川県のホームページをご覧ください。

5 回目のグループホームの体験中、A さんと家族、

おわりに

関係者に意思決定支援専門アドバイザー（相談支援に
精通する実践的指導者、法律の専門家、障害者の権利

グループホームに移行した事例だけでなく、施設の

擁護・地域生活支援に関する有識者）を交え、A さん

なかで生活しながら、1 人ひとりの気持ちを汲み取り、

の今後の生活を皆で応援する目的で、意思決定支援検

意思の表出を模索している事例などもあり、機会をい

討会議を開催しました。その中で、
A さんから「グルー

ただいた研修会などで報告させていただきました。
私たち津久井やまゆり園は、神奈川県の事業として

プホームは楽しい」「頑張れる」との決意表明があり
ました。また、
兄からは、
「丁寧に何回も体験を重ねて、

取り組んでいる意思決定支援の取り組みを多くの方に

A が気持ちを整理できて安心した」
「母も含めて A に

知っていただくことが次につながると考えています。

会いやすくなった」など、感謝の言葉が述べられまし

施設入所支援の実践の中で、相談支援員とサービス管

た。
意思決定支援専門アドバイザーから、
グループホー

理責任者、生活支援員、ご家族の皆がご本人を中心に

ムでの新たな暮らしをどのように作っていくかが大事

して「これからのこと」を考えていく取り組みを、ど

であり、相談支援専門員を中心にした新たな支援チー

の施設でも取り組んでもらえるようになるための、足

ムの構築が求められていると助言がありました。

掛かりになれば幸いです。
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日本発達障害連盟 構成団体

令和 2 年度事業計画

公益財団法人 日本知的障害者福祉協会
（抜粋）

みやこめっせ］→新型コロナウイルス感染症拡大

1．組織強化

防止のため次年度に延期

2．政策提言・対外活動

③各地区会実施の施設長会議及び職員研究大会等へ

3．広報・啓発活動

の助成

①各種情報の収集・提供の推進

④施設・事業種別関係研修会の開催

②広報・機関紙
「愛護ニュース」
の発行、
「協会だより」

⑤研究指導誌「さぽーと」の発行

のメール配信

8．施設・事業所職員養成事業

③協会ホームページの充実

①「社会福祉士養成所（通信課程）」の運営

④協会活動方針及び政策活動の会員への広報

②「知的障害援助専門員養成通信教育事業」の実施

⑤全国小・中学生障がい福祉ふれあい作文コンクー

③「知的障害福祉士認定事業」の実施

ルの実施

④「知的障害を理解するための基礎講座」の実施

4．調査研究

⑤「リスクマネジャー養成研修」の実施

全国知的障害児者施設・事業実態調査の実施

9．図書・資料の刊行等

5．国際交流

10．表彰事業

6．スポーツ及び文化の推進

11．施設・事業所職員福利厚生事業

7．研修・指導

会員互助会「さぽーと倶楽部」の運営

①全国知的障害関係施設長等会議の開催［7 月 1 〜

12．その他必要な事業

2 日：パシフィコ横浜］→新型コロナウイルス感

①障害者施設総合補償制度の実施／②利用者支援・

染症拡大防止のため中止

業務管理システム「福祉協会 ASP」の実施／③協

②全国知的障害福祉関係職員研究大会（京都大会）

会求人ポータルサイト「知的障害者支援員おしご

の開催［9 月 23 〜 24 日：ロームシアター京都・

と .net」の実施

日本発達障害学会
1．機関誌「発達障害研究」発行
第 42 巻

学会連合資格「学校心理士」認定運営機構への参加
児童青年精神医学会専門医認定ポイント制度への協力

第 1 号〜第 4 号

小児神経学会専門医研修単位への協力

2．第 55 回研究大会開催
主催・事務局：筑波大学、実行委員長：小澤 温

財団法人日本臨床心理士資格認定協会「臨床心理

会場：つくば国際会議場（茨城県つくば市）

士」資格承認団体への参加
7．日本発達障害連盟諸事業への協力

期日：2020 年 12 月 26 〜 27 日

福祉月間・中央行事

3．研究助成基金による事業

「発達障害白書 2021 年版」刊行

優秀論文賞の授与
• 若手研究者海外派遣助成

日本発達障害連盟主催セミナー（未定）
8．委員会

4．パソコン情報ネット
日本発達障害学会ホームページの運営

編集委員会／組織改革・会員拡大委員会／研究大会委

5．IASSIDD との連携

員会／国際委員会／倫理委員会／研究推進委員会／渉

6．諸資格への連携・協力

／アクセシビリティ委員会
外委員会（名誉会員推薦）
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全国手をつなぐ育成会連合会
4．本人活動支援

（抜粋）

本人の自発的活動に必要な情報・書籍・機材等の提供

1．広報・啓発事業（知的障害者のための社会啓発）
第 7 回全国手をつなぐ育成会連合会全国大会愛媛大

5．機関誌「手をつなぐ」・図書の刊行事業

会の開催［2020 年 10 月 3 〜 4 日／愛媛県県民文

6．関係団体交流・協力事業

化会館］→中止

①国内関係

各地方ブロック大会の開催：北海道大会、東北大会、

ア）関係機関・団体との連携強化：関係省庁等への

関東・甲信越大会、東海・北陸大会、近畿大会、中国・

働きかけと協働の提案、JDF（日本障害フォーラム）、

四国大会（全国大会併催）、九州大会 →すべて中止

全国社会福祉協議会、日本発達障害連盟等、関係団

育成会フォーラム、権利擁護セミナー、啓発キャラ

体等との情報共有や連携強化

バン隊づくり研修会 →年内については中止、年明

害福祉月間への協力

け以降は開催見込み

相談事業等への協力・支援（全国心身障害者福祉財

2．地域育成会への総合支援（全国正会員育成会への活

イ）第 57 回発達障

ウ）地域育成会の療育・研修・

団助成事業）

②国際関係

動助成金交付、民間助成金を積極活用した新型コロナ

手をつなぐ世界の動きの情報提供／本会の設置する

を踏まえた知的障害者・全国正会員育成会への支援等）

国際委員会を通じた国際育成会連盟（I・I）の活動への

3．研究調査事業（知的障害者のための研究調査事業）
知的障害者政策と権利擁護に関する研究開発：本会

参加・協力／日韓交流協定に基づく相互交流の推進

の設置する政策センター、権利擁護センターにおける、

③文化芸術・スポーツ関係：2020 年東京オリンピック・

知的障害者及びその家族のライフステージにわたる

パラリンピックに向けた障害者の文化芸術活動を推

権利擁護と施策について、政策提言に向けた研究開発

進する全国ネットワークへの協力

全日本特別支援教育研究連盟
「この先生

1．第 59 回全日本特別支援教育研究連盟全国大会（長

この実践

―本音の思いを語りながら」

4．出版活動

崎大会）→中止
大会主題：
「共生社会の中で、志をもち自分らしく生

機関誌「特別支援教育研究」（月刊・東洋館出版社

きる子どもたち」〜学びの連続性を推進する新たな

発行）の編集

教育課程の創造〜

日程：2020 年 10 月 29 日［全体

5．研修会等：発達障害教育夏期セミナ−

→中止

会／長崎ブリックホール］
、10 月 30 日［学校見学／

新潟会場（8 月 8 〜 17 日）、京都会場（8 月 20 〜

長崎市内等の小学校・中学校・特別支援学校、分科

21 日）、徳島会場（8 月 20 〜 21 日）

会／長崎市民会館］

6．理事・評議員研究協議会、常任理事会
7．関係団体との協力・参加

2．地区別研究大会
北海道
（道特連 10 月 2〜3 日、
北特研 7 月 28〜29 日）、

第 57 回全国特別支援学校長会総会・研究協議会 →中止

東北（10 月 16 日 ）
、関東甲信越（8 月 20 日 ）
、東海

／第 43 回全国特別支援学校知的障害教育校長研究大会

北陸（7 月 30〜31 日 ）、
近畿（8 月 7 日 ）、
中国四国（7

→中止／第 57 回全国特別支援学級設置学校長協会 全

月 30〜31 日）、九州（10 月 29〜30 日 全国大会長崎

国研究協議会 →中止、誌上発表／第 55 回全国特別支

大会）→いずれも中止。関東甲信越・中国四国につ

援学校知的障害教育校教頭会研究大会 →中止又は延期

いては研究収録発行。

8．公益社団法人日本発達障害連盟の事業への協力
第 57 回福祉月間／ JICA 福祉事業／医学セミナー／

3．研究調査

研修セミナー／編集協力「発達障害白書 2021 年版」

特別支援学級担任・通級指導教室に関する調査研究
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賛 助 会 員 募 集
私たちの事業活動にご賛同いただける会員（個人・法人）を募集しています
◆ 会費 1 口（1 年間 4 月 1 日から 3 月 31 日まで） 10,000 円
◆ 会員特典がございます。
◆◆◆ ご賛同いただきありがとうございます ◆◆◆
（20.4.29 〜 20.6.27

順不同／敬称は省略させていただきます）

小林智子 後藤郁子 宮野前健 北村小夜 （有）波田建設 （社）多摩養育園精華 坊野美代子 とぶき育成園 ひまわり学園 名古屋恒彦 林洋子
稲葉美保 桑原桂 久保厚子 （福）いずみ会オードリー 障害者支援施設いずみの里 しもとみ大樹 みつば学園 齊藤宇開 相原哲雄 都築陽子
（福）第二つつじヶ丘学園 （福）侑愛会 青葉メゾン はなわ育成園 土橋とも子 慈愛会保育園 （福）芳香会青嵐荘蕗のとう舎 松為信雄
（福）さざんか会ゆたか福祉苑 定森恭司 （福）麦の子会 （福）一粒 岐阜県知的障害者支援協会 原仁 谷信也 （福）地の星ベロニカ苑
（福）エルム福祉会 smile 稲垣真澄 尾川一夫 藪美和子 谷口奈保子 白鷹陽光学園 関谷繁 （福）あだちの里梅田ひまわり工房
第 2 コムハウス・ゆい

羽田絋一

岡山県手をつなぐ育成会

株式会社ベストサポート

麓正博 （福）敬業会ときわ （福）小諸学舎

石渡和実

三浦清邦 吉川真知子 丸山粛 オリーブ轟 村林秀紀 鈴木薫 にじと風福祉会 障害者支援施設ひかり苑 片山文彦
（福）めひの野園障害者支援施設うさか寮 合同会社ユリア 望みの門木下記念学園 篠崎いずみ 副島宏克 （福）落穂会あさひが丘学園 日野学園
港区立児童発達支援センター （福）藤倉学園大島藤倉学園
侑愛荘

障害者支援施設そだち園 （医）謙誠会 （福）閑谷福祉会

石井玲子 （福）白根学園しらねの里 （福）のぞみの家福祉会緑風園 （福）あしたば中野学園

つるみ地域活動ホーム幹

富田淳

竹重博子

紺野淳一 （福）白根学園ぶどうの実

しりべし学園成人寮

若松育子

せせらぎ薬局センター南店
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清水直治

橋本佳美

博愛ヴィレッジ

小豆沢福祉園

青山学院女子短期大学子ども学科
猪瀬義明 （福）相模福祉村虹の家

