第４回「自立し合える社会へ」
平成１４年７月１３日（土）午後２時〜４時
福祉センター学習・集会室
コーディネーター：長谷川貞夫氏 村山 利夫氏
話 題 提 供 者：西村 邦康氏 綾部 晴美氏
山下 一真氏 高崎 三男氏

≪市長挨拶≫
皆さんこんにちは。お出かけをいただきまして大
変ありがとうございます。
きょうは「いっしょに話そう、まちづくりフォー
ラム」今年の４回目ということになるのですが、
「自
立し合える社会へ」というテーマになっております。
いろいろな立場の人がみんなで、このまちの中で一
緒に楽しく過ごしていけるような、そんなまちづく
りをしていきたいという願いがありまして、そうい
うことからこのテーマを取り上げさせていただい
て、きょうはぜひ皆さんとお話をしていきたいと思
います。

ドキュメンタリーの審査なんかをやっておられま
す。
それから、お隣にいらっしゃいますのは長谷川貞
夫先生でございまして、東京学芸大学の化学の先生
です。自然化学の先生がこういった形でかかわって
いただけるというのは非常に珍しいわけですが、自
然化学の先生らしからぬ自然科学の先生というこ
とで、大変いろいろとお力をいただいております。
福生の教育委員会の委員をしておられます。このお
二人にコーディネーターをきょうはお願いしてお
ります。
続きまして、話題提供者の方をご紹介いたします。
最初は西村先生でございます。全体のお話をいただ
く中でいろいろと御指導をいただけるのではない
かと思います。お隣は綾部晴美さんでございます。
それからお隣が山下一真さん、高崎三男さんです。
それでは長谷川先生、よろしくお願いいたします。

≪長谷川≫
御紹介にあずかりました長谷川でございます。
こんな形で気楽にやらせていただきたいと思い
ます。本日この「自立し合える社会へ」というテー
マをコーディネートすることを考えてくれと言わ
れて、本は４〜５冊読ませていただきました。それ
からインターネットで山ほど調べて、幾つか必要な
ものをプリントアウトしてございます。それから新
聞記事もこの１、２ヶ月、こういったことに関係す
るようなことを一生懸命切り抜きました。付け焼刃
でございますから、後で私達コーディネーターの発
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
言の中にも、話題提供者の皆さんから見たら、この
言葉の暴力があったりというようなことがあろう
開催の趣旨・福生市の概要については、第１
かと思います。
回と重複しますので、省略いたします。
あっていいのだと思います、きょうは。今後それ
がなくなるためのフォーラムなのだというふうに
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
私たち自身考えています。すなわち、市の方でこう
いったプロジェクトがございまして、そして読ませ
ていただきましたらバリアフリーについての、市と
これから後は、こちらにいらっしゃる皆さんが進
してハードについて、この建物はとてもすてきな建
めてくださいます。
物ですし、多分それでも山下さんから見るとまた足
御紹介申し上げます。こちらにいらっしゃるのが
りないところもあるのだとは思いますけれども、そ
村山利夫さん、コーディネーターをやっていただき
れでも私たち素人から見るととてもすばらしい、そ
ます。コーディネーターというのは、進行役とお考
ういったハードについての状況については、さらな
えいただいたらよろしいかと思います。
る改革についての提案等はあるわけですが、心の方
村山さんは福生にお生まれで福生にいらっしゃ
る方なのですが、カジマビジョンという映画会社で、 については多分全くと言っていいぐらいないだろ
う。例えばこれは６月２５日の朝日新聞に「心を病
カメラマンをされていて、最近はプロディースもさ
れています。また、世界的な各種審査会の審査員を、 むってどんなこと。地域で語り始めた精神障害者た
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の建物というのは、計画はされたのだけれども建物
というのはなかなか、工事の進みぐあいで、予定は
未定なのですね。ですから４８年ごろにできた小平
養護学校の教室をちょこっと借りてしばらくの間
そこにいたのです。突然全然わけのわからないまま
に連れられて「わっ、きれいな学校だな」と思って
行ったのが村山養護学校の建物だったのです。
当時、初代校長先生が「一真君、おはよう」と言
うのです。僕にしてみたら変なおじさんだと思った
のですね。周りの子供たちも、なぜか知らないけれ
ども生徒は少ないのですよ。当時は少なかったので
すよ。だから初代校長は一人ひとりの名前を覚えて
いてくれたのですね。一真君、おはよう。何々君、
おはよう。僕は変なおじさんだと思って、友だちが
誘拐されると思いまして、ライダーキックをくらわ
したのですね。なぜそうなったかと申しましたら、
小さいころに近所で遊ぶことというのはなかなか
見つからなかったのですよ。どっちかというといじ
められてしまう方なのですね。すごくいじめられま
した。でもいじめられてもちゃんとやり返しました
けれどもね。向こうは武器を持ってなくても、力で
は勝てないと思って僕は銀ピストルを持って追っ
かけたのです。そういう近所では、一真君は絶対逆
境に負けない子なのです。
それが養護学校でも発揮されまして、どちらかと
いいますとね、勉強というのは皆さん１年生なら１
年生の勉強をしますけれども、勉強を教わってない
のです。養護学校というのは足の不自由な子には生
活訓練みたいな感じで、このコップをこう持ってこ
うやって、こうやるのだよということを、手が不自
由な子には、できる限りそれができるように、生活
訓練ですね。例えばテーブルをふいたりとか、足を
≪山下≫
ばたばた動かしたりとか、そういうことをやってい
こんにちは。私は山下一真でございます。
くものですから、教材というのはなかったわけです
今、養護学校の後輩達と一緒に「障害者とボラン
よ。
ティアグループ友の会」というものをつくりまして
ですからその時間は退屈で、僕はその子たちを障
活動をおこなっています。その中で私は一応代表を
害者だとは思っていなかったのですね。甘えている
させていだいております。
のだ、この子たちは。先生に甘えているのだ。僕も
きょう話すのは私の体験談なのですけれども、こ
大人になれば、これは薬を飲んだらこの足が治るん
の体験を聞いていただければそういうことなのだ
だ、そう思っていた。ところが１年も過ぎると、み
なと皆さん御理解をいただけるのではないかと思
んな甘えているのではなくて俺と同じ病気なのだ
います。
という自覚になってきました。小学校１年のときは
まず、私は福生に生まれながらも地元の学校には
授業を受けない。脱走をしてしまうのです。外へ行
行っておりません。地元の幼稚園にも行ってないの
って遊んで、近所のおじさんとかおばさんがいろい
です。中学校、高校、全然地元の人たちとはかかわ
ろ教えてくれるものですから、それが勉強だったの
り合っておりません。なぜでしょう。それは障害者
です。先生は学校中僕を探すわけですよ。養護学校
だから養護学校に当時は行くのが当たり前と思わ
始まって以来と言っていました。先生の言うことを
れていたからです。養護学校には確かに車いすの友
聞かないのはよくいる。でも脱走するやつはいない。
だち、養護学校といってもいろいろあるのですけれ
近所のおじさんとかおばさんとかに、やさしそうな
ども、私のような肢体不自由、東京都立村山養護学
校、実は昭和４８年に村山養護学校ができたのです。 おじさんとかおばさんだとすぐ僕はわかるのです。
あのおじさんはいいおじさんだな。「ぼく、これを
当時、その純一期生です。村山の歴史は私の歴史だ
ほしいのかい。お父さんでなければ買えないのだ
と言っても過言ではありません。村山養護学校の基
よ」「うん」「早く学校に戻りなさい。先生探して
本の基本をつくったのが実は私たちのクラスなの
いるよ」給食の時間になるとちゃっかり座っている
です。
のです。先生はこう言いました。「この子は何があ
そういうことはあまり知られてないのです。なぜ
っても生きていけるよ。１２時の時間だけはしっか
かと申しましたら、うちのクラスは個性が強いクラ
り覚えている。」
スでして、自慢ではないのですが、当時は養護学校
ち」というようなことで記事が出ておりました。こ
れはちょっと先を越されてしまったかな、私たちが
もっと早くにやればよかったのかなというような
感じがして、福生はやはり東京一進んだまちであり
たいし、東京一ということは多分日本一だろう、日
本一ということは東洋一で、東洋一だということは
世界一だというふうに勝手に解釈していると、世界
一いいまちになるための市民であろう、そんな気持
ちできょうはやらせていただきたいと思っていま
す。
きょうのコーディネーター、二人ともこの件に関
してはコーディネーターをすることをあまりよし
としてない。ただし雰囲気をつくること、それで終
わるかもしれませんが、御協力をお願いいたします。
きょうは手話の方がお二人入ってございます。福
生市手話奉仕員登録者の会の斉藤美佐子さん、そし
て丸山賀陽子さんのお二人、どうぞよろしくお願い
いたします。（拍手）
このきょうのフォーラムを二つの部分に分けて、
まず山下さんと西村さんにそして、山下さんには御
自身の御経験を語ってくださって、皆さんへの提言
をされたいとのことです。そして西村先生からは福
祉でありますとか、保健でありますとか、医療に関
して、地域でかかわってきた経験からお話いただく。
まず第１のゾーンではそのような形で、そしてもう
一つのゾーンでは綾部さんと高崎さんの方から、そ
れぞれ親の立場ということからいろいろお話して
いただきたいと思います。
それではまず、山下さんから御自由にお願いしま
す。
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それで養護学校に行ってから大体僕は変わりま
した。友だちもケアする、助けてあげる、自分がで
きることは。だから面倒みが良過ぎてしまったので
す。そのうちその友だちが大体上の先輩たちとけん
かをし合うのです。そうすると僕はその友だちを守
ってあげる、体を張って。そんことをしているうち
に友だち関係はできました。
でも、だんだん大きくなってくると自分の将来の
ことを考えてくるのです。それが問題なのです。養
護学校というのは、障害者の専門的なことは僕には
わかりませんけれども、障害者の情報とか作業所の
情報というのは、高校から大体進路実習が始まって、
大体勉強でいろいろな作業所に行かされるのです
けれども、作業所しかないのかな。障害者って普通
の人と同じに働いてはいけないのかなと、だんだん
思うようになってきまして、なんでだろうと僕もい
ろいろ悩んできました。中学校の時からだいぶ悩み
続けたのですよ。登校拒否をおこしました。大人は
教えてくれないのです。どうしたらお父さんみたい
に働けるの。どうして学校の勉強がこんなに僕はで
きないの。いとこはできているじゃないか。障害者
だから。それは大人の理由じゃないか。僕はお父さ
んみたいに働きたいんだ。会社で一生懸命働いて、
健常者として働きたいんだ。それで学校に行けば先
生がどうのこうの、また理屈が始まる。それでもう
勉強しても追いつけないのだったら勉強なんかし
に学校なんか行かない。おれはおれでおれの道を探
す。小学校の脱走ではないけれども、もう学校へ行
くことも嫌になってしまった。結局生徒会のことを
やって、おれが会長をやって、文化祭の実行委員長
も引き受けて、応援団長をやって、生徒会もやって、
四つも五つも行事のたびに会長とか応援団長をや
らされているから、本当にああおれは将来どうなっ
ちゃうんだろうと思いますよ。頭の奥底でね。
ところがそのとき、真面目に僕に向き合ってくれ
る先生がいました。「そんなに一真、自分のことを
しっかり考えられるのだから、おまえなら絶対やっ
ていけるから、先生も応援するから、しっかり高校
へ行きなさい。」高校へ行ってだんだんわかってき
て、そこで一番の、本当にわがまま言って申しわけ
なかったといま思いつつも、その先生との出会いが
なかったら僕はなかったと思うんですよ。
その先生に言ったんですよ。僕、勉強したいけど
大学へ行けるかな。職業訓練校にしようかなあ。そ
して福祉の仕事をやりたい。障害者というのは差別
される。そういうことで差別されても絶対それに立
ち向かっていく人間だって必要じゃないですか。
だからおれは肢体不自由でありながらも高校の
ときにプロレスをやったのですよ。プロレス研究会
を初めてつくったのですよ。今はほかの学校でもや
られているみたいですけれども、多分日本では始め
てだったと思います。プロレスをやりたかった。後
輩たちに自分に差別とか偏見とか、そういう部分に
向かっていけ。そういうことでやったのですけれど
も、そのことに関して一つだけ言いたいのは、自殺
する、自殺したい高校生がいたのです。たまたまタ
イガーマスクが私だったのですけれども、タイガー
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マスクをやりました。プロレスというのは大人が見
るものです。子供は見ないです。でもタイガーマス
クと言ったらアニメの世界です。小さい小学校の子
供も見ていますから、そのタイガーマスクを見てい
てその子が、私負けられない。あの人足が不自由な
のに。自殺するなんて考えないで、あの人も頑張っ
ているから、僕も前向きに頑張って、私も前向きに
頑張っていこう。それでその子が帰ったあと、僕は
自主通学していましたから、たまたまその子に会っ
たのです、バス停でね。これこれこうなのだ、タイ
ガーマスクに会わせてくださいと行って涙をこぼ
すのですよ。俺は第一号のファンができたと思いま
してね。自分ですよと言って、握手して、手を握っ
て「頑張ってともに生きようね。ばかなこと考えて
はいけないよ。おれも頑張るから」「はい」その子
は言いました。
世の中に出て一番困ったことは全く情報がない
ということでした。不安でしたね、就職ときは。何
をどうしていいかわからなかったのですよ。だけど
高校からすぐに社会に、企業に入ったんじゃなくて、
職業訓練校的な用賀機能開発学院に入りました。そ
こは印刷の専門の学校で、僕はあまりできないので
すよ。皆さんから見れば落ちこぼれみたいなもので、
そこで教わったことというのは友情であるし、社会
に出てそれに耐えられるような精神力ではないか
と。君たちはここに入ったのだから、将来はいろい
ろな障害者とか先輩としてよき、いいモデルとして
しっかり地に足をつけていかなければならないと
いうことを、体でもって教わったのですね。
ですから印刷ですから先輩、後輩は厳しいです。
それと隣が自衛隊の訓練という学校もありまして、
気合一辺倒なのです。体育会系の先輩たちがいるの
です。そういうことで、自分もちょうど班長になっ
たのですね。やらせていただきまして、大変訓練は
厳しかったです。なぜか知らないけれども、朝は毎
日マラソンです。それと力仕事をやらなければなら
ないから筋力トレーニングをやらされて、それでも
世の中に出て役に立つなら、ということでそこを出
まして、職安に行っても職がない。何ができるのか、
何ができないのか自分でわからない。職安の人も困
るし、自分も困る。名前だけ書いて登録してくださ
いと言ってもだめなのですね。ですから一般募集の
ものから抜き取りまして、ここに行かせてくれ、こ
こに行かせてくれ。何百社受けても何百社受けても
ダメなのです。受けるって面接で会ってくれるだけ
でいい方で、門前払いというのはざらですからね。
ざらですよ。それでも頑張ってやるしかないのです。
それで自分を売り込むのです。
面接のとき、今でも覚えています。給料は幾ら欲
しいですか。幾らでも構いません。条件はあります
か。座ってできる仕事です。何かほかにありますか。
ボーナスどれくらい欲しいですか。ファイトマネー
で結構です。ファイトマネーですよ。吉本興業はワ
ンステージ４００円です。それと同じなのです。僕
の働きを見て決めてくれと言ったのです。給料なん
か二の次三の次、もらえると思っていませんからね。
採用されたってもらえないかもしれない。使えない

かもしれない。だからおれの働きを見てくれ。おれ
を見てくれ。お願いします。「よし、入れ」といっ
てたまたまその会社が採ってくれたのです。そのと
き給料をもらいましたけれども、涙が出ましたね。
たった８万円ですけどね。辛かったですよ。雑用仕
事でも進んでやった。いまだに言われるのが、山下
君はどんなことをやってもへこたれないよな。泣き
言ひとつ聞いたことがない。そこの社長が言うので
すよ、二十歳ですよ。日曜出勤してくれ、何をして
くれ、女の話もしない。浮いた話はない。ぶつぶつ
何も言わない。「はい、はい、やります、やります」。
だから社長は「山下君は１年目か」「はい」、部長
が「ちょっと調べてくれ。正社員にしてやれや。お
れの周りの社員を説得してやるよ。山下君を見てみ
ろよ。あんなに体が不自由で病気もしているのに、
いつもにこにこしている。おまえたちはどうだ。泣
き言ばかり言いやがって、あの社員を見てみろ。社
員の鏡ではないか」と言われまして、僕が会社に出
勤する前だったのですが、みんな拍手してくれた。
あっおれはクビだと思いましたね。あれっクビだよ。
おいおい次を探さなければいけないよと思ったら、
そんなことはなかったのですけれどもね。
とにかく大変でしたよ。とにかく障害者というだ
けで、なんでこうなんだろうと。生まれつきの障害
とかそんなものは関係ないのですね。杖をついてい
ると、うちは通路狭いからとか。職安の人もはっき
り言わないですね。障害がありますから会わないと。
なんで断られたか僕は知りたいのです。なにがいけ
ないんですか。行きますから、そこまで言うのです
けれどもだめですね。
だけど今思ったら、当時あるところにうまく採用
されましたけれど、全くわからなかったです。まず
寸法がわからない。何センチ、何ミリ。足し算とか
引き算とか掛け算とかいろいろあった。そこで、足
し算、引き算できるのに掛け算がなぜできないのだ
といわれて、教わってないからですと言いました。
そうしたら割り算とか掛け算とかその会社の人が
教えてくれました。「お前、山下はのみこみ早いじ
ゃないか、できるじゃないか」と初めて褒められた
のです。教師以外の人に褒められたのは初めてです
ね。うれしくて、じゃあ俺、もしかしたら英語もで
きるのかもしれないと思って、英語もできるように
なりましたよ。ＡだとかＢだとかね。
とにかくそういったことをしながら、教わりなが
ら、自分で何ができるかできないか全然わからない。
養護学校がなければいいなと思った時期がありま
したよ。でも医療的にそういうことが必要な人がい
るかもしれないから、なくすということは無理かも
しれない。でも今僕が言いたいのは、奪われたもの
を少しでもいいから、時間をかけてもいいから、人
生全部をかけてもいいから、取り戻せたらいいなと
思っているのです。それと皆さんと一緒になって地
域に根付けるような世の中があればいい。いじめと
いうのは健常者同士でもあるのですよ。昔から人間
がこの地球に生きている限りいじめというのはな
くならないと思うのですよ。偏見とか何かの拍子か
ら始まるのでしょうね。いじめられた方というのは
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一生覚えているものですよね。いじめた方は忘れて
いる。何が言いたいかというと、いじめる方もいじ
められる方も、度が過ぎてはいけないということで
すね。
あと、障害者がまちの中にいても、自分が何をし
てあげられるだろうと思ってしまうかもしれない
けれども、声をかけるだけでいいんですよ。アメリ
カ人が「エクスキューズミー」と言うのですよ、私
が歩いていたら。何を言っているのだろう、一応返
さなければいけないかなと思って、「ニコッ、ニコ
ッ」とやるのですよ。私なんか一番びっくりしたの
は、友だちと東京ドームに行ったときに、外人さん
が私を見て、「ヘルプ」と言われるのかなんか言わ
れるかなと思っていたときに、いきなりスマイルボ
ーイと言われました。おまえはスマイルボーイだ、
とてもすばらしいと言われたことがありましたけ
れども、そのぐらいに、日本人はないかもしれない
けれども、「こんにちは」のあいさつから始まって、
足が悪い、どうして悪いのかと思う前に、健常者の
人がメガネをしている人、してない人っているじゃ
ないですか。そういう感覚で足が悪いのだ、足が悪
い人もいれば目の悪い人もいるのだ、そういうふう
に思うのは勝手なのだけれども、だからと言って
「こんにちは」というのが言えなくなって、すっと
行ってしまってから、あっ言えばよかったかなと思
う。でもあいづちでもいいと思うのですよね。そこ
から始まると思うのです。
そこの会社は、いまだに付き合いはありますけれ
ども、辞めてもね。１０何年前の話ですよ。２５才
のときにリストラされたのです。リストラされてと
いうと変だけれども、お前、仕事が無くなったから
しばらく待機していてくれないか。しばらくして、
おまえは体を鍛えてまたカムバックしてこいよと。
俺はプロレスラーかと思いましたけれどもね。しよ
うがないかと思ってね。そういうわけで今は、福祉
の友だちと会ったりいろいろ仕事したりしている
のですね。
これからも自分がしていきたということは、市の
方にいろいろ皆さんから相談されたこと、あるいは
これから起きるであろうという問題を、僕たちも参
加が少しでもできればいいなということと、こんな
形にしたいな、あんな形にしたいなということは私
なりに考えていることもありますけれども、それら
を皆さんのお力を借りまして、希望していったらい
いなと思います。
何か私に対して、養護学校でも、会社のことでも、
あるいは自分以外の心の病気の人の話でもいいで
すよ。僕は前の職場に心の病気の人がいました。行
動とか言葉遣いが変でした。だけども心の中はピュ
アでした。きれいでしたよ。
人間というのは初めて話さないとわからないか
もしれない。人が変な行動した変なやつと思うかも
しれない。声を聞いて変なやつと思うかもしれない。
でもちゃんと向き合えば、会社の人だって、新人の
僕の先生だって、まちの中に変な人がいても、変だ
なと思う前に社会が変なのかな、そうだ政治がおか
しいのだ、それに比べたらこういうことはおかしく

さんは肢体不自由であると、しかし要するに、全く
ありとあらゆることをちゃんと教わればそれは普
通に行ける。しかし、そういったところが養護学校
になかったということは、僕にとってもある種の驚
≪長谷川≫
きですね。障害者をひとつの大きなくくりにしてい
どうもありがとうございます。山下さんの経験を
たと、今、先ほど職業の話も出ていましたけれども、
含めて非常に短い時間、聞き入っていてしまいまし
インターネットで見ましたら、たくさんの会社はあ
た。２０分間でしたけれども、生い立ちから、そし
るのですけれども、どういう障害の方を雇いますと
て非常に盛りだくさんの内容を持っていました。
かいうようなことまで、きちんとうたっている会社
そこで、せっかくですから、数分間、彼に聞きた
いこと、本当は２０分間では語り尽くせないですね。 もあるようですね。例えば上肢の障害、下肢障害、
体感障害、視覚障害、聴覚障害、心臓障害、腎臓、
時間は特に指定してないのですが、そうだろうとい
直腸、小腸等というふうに大変詳しく書いてあって、
うことをきちっととらえてくださってありがとう
そういうふうに考えると、先ほど山下さんが最後の
ございます。どなたか何か御質問等ありましたらお
方におっしゃっていた、足が悪い人を見たときにメ
願いしたいのですが。お願いいたします。お名前を
ガネをかけている人と一緒だと、目が悪いわけです
おっしゃってお願いします。
から、そうすると今並んでいる中に、いわゆる腎臓
障害だとかいうことと何ら変わらずに、やはり人間
≪Ａさん≫
だれしも、そういった、これは障害者、これは障害
Ａと申します。今、お話を聞きまして、障害者が
者ではないという考えがだんだんおかしい世の中
普通の学校に行けなかったということが私はどう
になってきているのかなと、そういうふうに言って
も合点がいかないのですよね。そんな時代があった
はいけない世の中、また言うべきではないし、私た
のかなと、実は私も障害者なのです。これは普通学
ちはそう考えなければいけない。
校に行きました。これは障害者として福生がそうい
ちょっと時間の都合があって、ほかの方もあるか
うわけへだてをしたのか、ちょっと疑問に思います
と思いますけれども、続きまして西村先生よろしい
が、その点ちょっとお答え願います。
でしょうか。
≪山下≫
≪西村≫
親から聞いた話なのですが、当時そういう一真君
西村です。自分の体験でいろいろなお話するつも
を入学させたらどうかという話をしてくれた人が
りだったのですけれども、私自身は医者の立場とい
いたようなのですが、とにかく学校で言うならば、
うことになりますけれど、客観的に見ていくという
この子を災害、火事とかそういうことがあった場合
ことで、自分の体験談というのは余りないわけです
に、彼を救うために彼のクラスの４０何人の生徒が
ね。障害者ということになりますと、それではどう
犠牲になるのか、それとも４０何人の生徒を助ける
なのだろう、実際に身体障害の方、あるいは知的障
ために一真君をほったらかしにできるのか、授業を
やっている間、朝から最後まで、６時間なら６時間、 害の方、それから精神障害と、大きく障害者を分け
ると三つの分類になるわけです。身体障害の方には
８時間なら８時間、当時ですよ。お母さんがマンツ
時折かかわりあうことはあるのですけれども、知的
ーマンでやってくださいと、授業が遅れたら遅れた
障害の方、あるいは精神障害の方についてはかかわ
分だけマンツーマンでお母さんがあわせてくださ
りあうケースが非常に少ないのですね。そうします
いというふうに回答がきました。それで要するに校
となかなかそういうことを自分の体験談としてお
長先生とか教頭先生は養護学校というのがあるじ
話することは非常に困難だということです。大変失
ゃないかというふうな感じでしたね。
礼な言い方ですが。
ただ、日常の中で我々は医者という関わりからの
≪長谷川≫
いろいろな話はできます。例えばあそこの精神障害
昭和５４年に義務化ということで、要するに肢体
の方は入院させた方がいいのではないか、と言って
不自由だけではなくいろいろな障害を持った方々
もなかなか入院ができないと、できない理由に、入
が全員学校に行きなさいということを、そのときに
院するのも非常に困難性を伴うと、御本人の承諾が
明らかに分かれたという歴史があるのですが、それ
なければいけない、あとはいろいろ行政の方で何か
までは各教育委員会、あるいは親の御判断でやって
してくれないかというような問題点はあるようで
いたかと思います。私も詳しくは存知あげなくて、
すけれども、そこについては非常に難しい問題があ
そういうことが５４年に義務化されるときも、養護
るものですから、我々としてはそういう中に立ち入
学校等に入れなければいけないのかということに
ることはできないということがあります。
ついては、特別ニーズ教育というふうに国はだんだ
ただ、耳の不自由な方などの場合ですと、きょう
ん変わって、名前を障害者というふうに使わなくな
も手話の方がおられますけれども、たまたま私の知
っていますけれども、学問的にも、先ほどの健常者
っている方でもそういう方がおられます。もう５０
という言葉もだんだん使わなくなっていくのだと
幾つかな、ちょっと忘れてしまったのですけれども、
思いますけれども、健常者と一緒にやった方がよい
全然通じないのですね。コミュニケーションをとろ
のかということで、ただ山下さんの言われた中に大
うと思っても全然ゼロなのです。だけどこちらには
変示唆的な話があったと思うのですね。それは山下
ないやと思っていただければいいかなと思います。
それでは終わります。（拍手）
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何か期待をして何かしてくれないかと言ってくる
わけですね。こちらはその表情、あるいは手振り素
振りで、ここが悪いのではないかというようなこと
を類推しながら処置をすると。それが当たっていれ
ば、ニヤッと笑って、ありがとうとは言いませんけ
ども帰っていくと。そういうことを考えていきます
と、今のこれだけ豊かな時代でよかったなと思いま
して、そういう手話だとか、そういう障害者に対し
て小さいときからそういうような教育がなされて
いれば、その方もよかっただろうと思います。御家
族の方は大変で、「西村先生、困ってしまったので
すけれども、どうしたらいいかわかりません。東京
の方の施設に入っていますけれども、時々帰ってき
て、いろいろなところをふらふら歩いて困ります」
というような話がありますと、戦後５０何年経って
なおかつ昔は貧しかったのではないのかなと、そん
なふうに思っています。
きょうは「自立し合える社会へ」ということで、
たまたま障害者ということで言いますと、障害者プ
ランというのができましたね。平成７年１２月にで
きて、平成１４年までの７ヶ年で障害者プランをつ
くると、「ノーマライゼーション７ヶ年計画」とい
うようなことでプランができているわけです。
そういうことで、今言ったいろいろなモデルがあ
るわけですが、身障者の方についてはいろいろな問
題があるでしょう。その中でもポイントして、地域
の中で共に生活するために、社会的自立を支援する
ために、バリアフリー化を促進するために、生活の
質の向上を目指して、安全な暮らしを確保するため
に、心のバリアを取り除くために、我が国にふさわ
しい国際協力、国際交流というような、こんなタイ
トルを七つほど挙げて「ノーマライゼーション７カ
年計画」というのが策定されております。
福生においても、たまたま私は西多摩医師会の副
会長、会長をやっているころから、西多摩地域の医
療計画策定委員とかいろいろなことにかかわりあ
っていまして、病院の数とか、そんなことを何年か
やっておりまして、福生市の方でも計画なんかに携
わっておりますけれども、たまたま私自身がそのと
き参考になったのは、社協で約２０年近くやっても
らっているときに、ある方が、今は相談員をやって
いますけれども、地域の中でいろいろなことをやっ
た方がいいのではないかと、逆のことを通して、地
域の中の人たちのいろいろな付き合いをつくって
いこうと、そういうようなことを始めまして、牛浜
の駅の近くの S さんと、それから私どもの部落でそ
ういう地域活動というのをやりまして、表彰された
ことがあるのですけれども、そういうようなことで、
身近な中で、障害者までもいかないですけれども、
そういう方をサポートしていこうということです。
たまたま去年だったですか、市長さんがそんな地
域の中で盛り上げることによって福生の市はよく
なるのだというお話を聞いて、これはいいことだな
とつくづくそう思っております。そういうことを考
えてみますと、障害者ということに限定して考えて
みますと、僕の携わっているのでは脳卒中、あるい
はそういうのにかかっている方、あるいは交通事故
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で具合が悪くなったとか、あるいはがんで具合が悪
くなる、そういうことが、がんで具合が悪くなった
方なんかでも、例えば若い２７〜８ですか、頸椎の
がんで四肢麻痺を起こしていてずっと寝たきりの
方がいます。そういうような方々のずっと往診をし
て見ているわけですけれども、言葉が多少はしゃべ
れますが、十分ではない。ただ右手だけはよく動く。
あとはぜんぜん動かない。お母さんが面倒を見てい
る。そういう方を往診してずっと見ていますと、こ
の前たまたまあそこで、筋ジスの方が、名前をちょ
っと度忘れしてしまいましたけれども、市民会館で
演奏しましたね。その方もパソコンを使っていろい
ろなことをやっているのですね。たまたまそのＣＤ
をいただいたので、あげると言ったら結構喜んでく
れたのですね。もう一人は、これは筋ジストロフィ
ーで、５０歳近い方で、パソコンだけはちょっと使
えるということで、そのＣＤをあげたら大変喜ばれ
ました。その方は自分自身では、余命幾ばくもない
ということは自覚をしているのですけれども、なに
かを真剣にやってみたいと言いました。
そういうような難病の場合だと治療方法がはっ
きり言ってないのですね。いろんなことに対応する
ことや、身体症状の変化に対応してやることはでき
ますけれども、それを直してあげることができない
のです。そういうことに対して、ある面では人とし
て空しさを感じるということがございます。
そういうような方を支えられるような社会、バッ
クグラウンドといいますか、家族だけではなくて、
何かのときにはフォローしていけるような体制が
できれば、大変ありがたいなと思います。障害者の
事柄というのは、先ほど市長さんがお話にも合併の
問題がありましたが、そういうような福生だけでで
きること、あるいは福生と近々のものと一緒になっ
てできるようなこと、そういうことを考えるような
システムも僕は大変必要ではないかと思っていま
す。
たまたまその筋ジスの方の体調が悪くなって、ち
ょっとおかしいから来てくれないかと言われて行
きましたが、僕自身で勝手にいろいろなことをやる
わけにいかないから、都立の神経病院に電話をして
「こういう状況なので、指示があればそのとおりに
なりましょう」と言ったら、「では先生ちょっと救
急車頼んで来てくれないか」ということですぐ救急
車を呼んで入院させていただいたのですけれども、
そういうようなときに受け入れ体制があるという
ことは、僕自身には医療体系の中では大変ありがた
いことだと、そんなふうに思っています。
西多摩には難病の方をフォローしてくれる病院、
確かに青梅にも神経内科はありますし、それからそ
ういうようなベットもあるのですけれども、結局そ
の人は、家族が具合が悪くなったときに受け入れて
くれるということで、本人が具合が悪くなった場合
ではだめなのですね。都立神経病院しかない。非常
に苦労している。そういうことで大変難しい問題が
あって、そういうような医療保険の面からいいまし
ても、もう少しこの地域で考えてやるようなことが
必要ではなかろうかと思っております。

それからあと、心の問題も出ましたけれども、こ
れも大変重要な問題だと思います。精神の場合です
と、保健所の運営協議会なんかでよく話が出るので
すけれども、そういう方を受け入れる方がいてくれ
て、そういうような話をしてやるのですけれども、
なかなかスムーズにいかないと、やはりまだそこに
バリアがあるということがあるのではなかなろう
かと思っております。
あと教育の話がございましたけれども、教育の話
も近ごろはそういう話を聞かないことはございま
せんし、あとは住宅の問題ということが非常に大き
な問題になっております。住宅の問題になりますと、
これは、こういう席上で話すことがいいことかどう
かわかりませんけれども、たまたま先日、鍋二に行
きまして、健康教育をしてくれといって、保健セン
ターから言われましてお話をしたわけですけれど
も、たまたまずっと団地の中で脳梗塞を起こして、
半身不随を起こした患者さんをずっと往診してい
たケースがあるのです。その方は車いすだったら動
けるのですね。どこでも行けるのです。行けるのだ
けれども、住んでいるところは４階、僕も正直言っ
て往診するたびに４階まで足を運んでいくのはき
ついなと思うときもあるのです。眺めはいいけど、
きれいな眺め、やはり西多摩はいいなと思うときは
あるのですけれども、やはりきついのですね。だか
ら障害者にやりなさいよと言っても、なかなか車い
すで下りることができませんで、エレベーターはな
いのです。ではヘルパーさんそれをやってくれと言
っても、どうやって下りるか、非常に困難なのです。
それでこの前もちょっと冷やかして、都知事にちゃ
んと言ったらどうかと。こういう状態ではおかしい
のだと、せっかく公営住宅なのだからエレベーター
の一つも付けてほしいと、そういう嘆願書を出した
らどうですかと、そういう話を、変な言い方で申し
わけないのですけれども、そんな話をして帰ったこ
とがありますけれども、やはり住宅の面では非常に
問題があると思います。
例えば隣の公団住宅、そこでもやはりここでなり
ましたね、肺気腫の方がおられたり、脳卒中の方も
おられます。そういう方は、住んでいる場所が３階、
４階になると、非常に狭い通路の階段を上がって、
自分一人は絶対無理ですよね。ですから高齢化社会
の中では、住宅というのは非常に重要な要素になる
ような気がします。
ですから、できればそういうようなところ、市の
施策の中にもちゃんとそれは改善すると書いてあ
りますけれども、現実の問題としてそういうものが
あれば、それをサポートしてあげるのも方法ではな
いか。都営住宅、新しくできたのがありますね。あ
そこに入る方にもちょっと往診で行ったのですけ
れども、あっすばらしいなと、ワンルームでこんな
にきれいになって、これが全部できたらば、これが
高齢化社会の非常にいいものができるなと、ですか
ら今まで古い３０年代の建物でそういうものを何
とか改善するような形を公団なり、あるいは都に申
し入れていただければ大変いいのではないかなと、
そんなふうに思って、自分自身の経験というよりも、
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そういう往診を通して実際に見た中からお話いた
しました。
一言、非常に嫌なことを言うふうになると思うの
ですが、前の基本計画のときにある方が言ったこと
は、福生は３段階に分かれていると。基地の段丘と、
それから市役所を中心にした段丘、それから一番下
の段丘、この三つがあると。それをどういうふうに
やっていくのが一番いいかという話をしていて、つ
くづく僕自身もそう思っております。
だから障害者の方でも、ここのセンターに来るに
ついては自分で車いすで来ることはできませんよ
ね。まず不可能ですよ。だからそういうことを考え
ると、何らかの形でここにはスムーズに行けるよう
な、せっかく福祉センターがあるのだから、スムー
ズに自分で車いすで行けるようなシステムをつく
ってあげた方がいいのではないか。だから移送サー
ビスは必要だと、いいと思いますよ。移送サービス
は限られた問題ですから、これを自分で出て来ると
いうことだったらそのような、福祉センターで来ら
れるような何らかの方法を市役所で考えてくれた
ら、福生というのは住みやすい、いいまちになって、
支え合う、自立し合えるまちになるのではないかと
思っております。
非常にちぐはぐで、自分の経験がないのにこんな
ことを、えらそうなことを言って申しわけないと思
っておりますが、これで終わらせていただきます。
ただ、お年寄りの福祉に関しては、こういう行政
の方が非常に努力しているし、介護保険計画などは
非常にきめ細かく、いろいろなものを取り入れてや
ってくれているので、いいものができてくるのでは
ないかと思っております。
以上で終わらせていただきます（拍手）
≪長谷川≫
ありがとうございました。続けてお話しようと思
うのですけれども、先ほど申しましたちょっと休憩
を入れさせてください。

− 休 憩 −

≪長谷川≫
続けてお話を伺いたいと思います。時間の都合で、
高崎さん、綾部さんのお話を伺った上で、皆さんか
らの御意見等を交わしたいと思います。
まず、高崎さんからお願いできますか。
≪高崎≫
ただいま御紹介にあずかりました高崎と申しま
す。
山下さん、それから西村先生のお話をいただいて、
今度は私の場合、親の立場、子供がいますので、親
の立場から少し話をさせていただきたいと思いま
す。
私の子供は息子ですけれども、生まれつきの、先
天性になりますけれども、脳性マヒによる四肢機能

マヒということで、足は完全に動きません。それか
ら手の方は多少使えますけれども、実質的には障害
者の程度でいえば１級の障害者です。
生まれたときからですので、気がついたのは生後
６カ月、寝返りをうたないということで、診ていた
だいたらやはり脳性マヒということで、実質的には
どういう原因かということはわからないというこ
とで、医学的にはそういうことで名前はついたので
すけれども、実質的にはどんな症状でなったかとい
うのは、これは生まれたときの、生まれる状態です
ね。これがわからないとできないということで、そ
ういうふうなことで名前だけはついたのですけれ
ども、実質的な原因というのはわからないというこ
とでした。
親としてやはりすごいショックでした。これは健
常者、それから障害者という言葉自体使うのは非常
に、自分としては余り好きな言葉ではないのですけ
れども、これはバリアフリーの中からいったら区分
けする、障害者だ、それから健常者だというその区
分けするのが非常に嫌だったものですから、生まれ
たときには、しばらくたってからですけれども、や
はり親の一線を越えなくてはいけないと、これは個
性だと、本人にとっては、これは個性なのだという
ことを思うようになったのですね。
だれでも何かのぐあいでやはりハンディを持つ
ことになりますね。年をとれば足が動かなくなる、
それから耳が聞こえなくなる、それから目が見えな
くなる、こういうふうなことも起きてきます。ただ
本人はやはりそれが小さいときにそれが全部きて
しまったのだという考え方を持つようになりまし
た。そういう考え方を持つようになってから、一人
の人間として見ていけるようになってきました。
幼稚園のときから、普通の幼稚園に入れるように
いろいろなところを当たりまして、加美平保育園の
ところで何とか受け入れてもらえて、ハンディのな
い子供たちと一緒に踏みつけられながら、なぐられ
ながらというふうな感じで、行って、卒業して、今
度は小学校のことを考えました。小学校というと福
生の中では第一小学校と、それから第二小学校です
か、特殊学級があります。
教育委員会の方からは最初何を言われたかとい
うと、一番最初に出たことは養護学校に行けと、と
にかく養護学校に行けというふうなことが一番最
初に出てきました。それに反発して、一番近い第六
小学校に何と入れないかということでずっと交渉
していたのですけれども、それが学校サイド、これ
は校長先生から、それから教頭から、それから一般
の教育者からですね。その人たちの気持ちが一つに
ならない限り、普通の学校というのは受け入れはし
てもらえなかったわけですね。やはり先生の負担が
大き過ぎるという問題が大きくて、六小の方には受
け入れさせてもらえませんでした。最終的にもう３
月に入ってから第一小学校の特殊学級の方ですけ
れども、入れていただいたと、泣く泣く私たち親と
いうのはやはり第一小学校の特殊学級に入れると、
特殊学級という意味自体も、バリアフリーの言葉か
ら言ったら非常に差別的な意味があると思ってい
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ましたので、特殊学級に入ったら今度は普通の学級
の方に通えないかと、特殊学級では何をやっている
かと言ったら、勉強というのはやはりやらないわけ
ですね。何をやっているかと言ったら、入って、み
んなで遊んで、はいさようならというふうな。では
一体６年間というのはその子に対してどういうふ
うな教育ができるのかと、多少なりともできるもの
であれば教育はさせてあげたいというのが親の立
場、それから子供に対しても将来を考えたきに、何
の教育も受けられなかったときに、そのまま出たと
きに、一体この子はどういうふうになるのだろうと、
自立できるのかどうかというふうなところを問題
にしたわけですね。
何とか小学校３年生ぐらいになってから、やっと
普通学級の方で１時間なり２時間というのを受け
入れてもらえるようになったと、そういうふうな過
程を含めて行ったのですけれども、なかなか普通学
級の方での生徒とのコミュニケーションというの
が、非常に難しいわけですね。体が動かないという
ことで移動の問題ですね。一小にしても二小にして
三小にしても、どこの小学校にしてもエレベーター
はない。スロープはない。そうしますと肢体不自由
の人というのは車いすで移動しなければいけない
ということで、非常に生徒に負担がかかって、先生
にも負担がかかるということで、２年ぐらい普通学
級に行きましたけれども、早くいえばなし崩しに行
けなくなってしまったという問題も出てきました。
今度は中学校、第一中学校と第二中学校になりま
すね。第一中学校の方には特殊学級があります。第
二中学校の方にはそういうふうなクラスがないか
ら、一中の方に決めなさいと、もし行くのだったら
一中の方に行きなさいと、ということは、私の家と
いうのは福生の外れになります。ちょうど一中とは
正反対の方向になりますので、約３キロぐらい距離
的にはあるわけですね。そうしますと親が付かない
と行けないという問題が出てきます。これも教育委
員会とずっと話し合いで、３月ごろまで話し合って、
最終的には養護学校、村山養護学校ですけれども、
当時は村山養護学校がこの辺の管轄になります。学
校区になりますので、教育委員会はまず第一は村山
養護学校でした。一中の話は出なかったですね。
村山養護学校、山下さんからも話をいただきまし
たけれども、勉強については普通の学校の約３分の
１か、そのくらいの程度の時間ぐらいしか取ってな
いのではないかというふうなところがあります。一
応能力にあわせてＡＢＣだとかそういうふうなラ
ンクに分けて勉強していたみたいですね。でもやは
り学力としては本当の、よくできた子で中学校にい
ながら小学校ぐらいのところではないかと、中学校
も３年養護学校に通って、どれだけ勉強したかちょ
っと私もわかりませんけれども、高校もやはり養護
学校。養護学校というのはすごく温室的なところが
あって、地域との密着型ではないですから、各いろ
いろなところから来て、クラスでは一緒になるけれ
ども、そのあとばらばらにバスに乗って帰ってしま
って、地域に帰ってからでも友だちがいないもので
すから何もできないのです。そうしますと一人で家

受け入れてくれた担任の先生もいた。それから中学
校、高校、養護学校でしたけれども、その中におい
てもやはりいい先生にぶつかったとかということ
で、勉強についても意外と、ほかの子と同じように、
ある程度のところの知識は得ることができたと。卒
業するときになって一つ問題になったのは、これか
らどうするかということがあったのですけれども、
私もそうでしたけれども、親戚の者からも、将来、
小学校のときから、これからの世の中というのはＩ
Ｔとかパソコンの世の中になるから、本人が手が多
少は動くというのであればパソコンを使えるから、
パソコンの世界にいかせられるように勉強させた
らどうかということがあったのですね。私もそうい
うつもりでいました。
卒業する段階になってきたときに、ちょうど市の
福祉課の方ですね。東京コロニーという肢体不自由
の人たちだけに、パソコンの勉強をさせてくれると
いう学校があるというのですけれども、それは２年
間勉強させてくれるという情報が、どういうわけか
福生市の福祉課の方に情報が、その年だけだったの
ですけれども、情報が入りまして、息子の方に連絡
がきて、それもとんとん拍子に、倍率が５０倍ぐら
いあったのですかね。うまいぐあいに作文で通って、
第一位で通って、そういうことで何とか２年間勉強
できました。
これもよかったなとは思ったのですが、やはり知
らない人とよくコミュニケーションをとって、こう
いう方面に進めたいのだという話をしておいたの
が、偶然に入ったその情報によって２年間勉強でき
たとか、それから卒業しても、その学校というのは
肢体不自由の人たちの雇用に関しては非常に積極
的に動いてくれて、卒業したからいってそれで終わ
りというふうなことにしない場所でしたので、１年
間こちらのディサービスに通いながらいたのです
が、あとその場所からはアルバイト的な、これをや
ってみないかとか、そういうふうな仕事をいただい
て１年間、それから１年経って、その次に今度はま
たハローワークではないですけれども、そこのとこ
ろには載ってはいなかったのですけれども、東京コ
ロニーというところと連絡を取りあっている場所
から、肢体不自由のパソコンをできる人を雇いたい
からというふうな話があって、その後とんとん拍子
に、何となしに決まってしまって、今現在就職はし
ておりますけれども、本人も最初は在宅だったのが
そこの会社まで行かなくてはいけないということ
で、今現在は福生の駅から拝島の駅まで電車で通っ
ています、一人で。
現在、福生の駅というのは、西口の方にエレベー
ターが一基しかないのですね。本当は東口にも欲し
いのですけれども、これは来年の１０月以降でない
とエレベーターは設置できないということも聞い
ておりますけれども、できればエレベーターもエス
カレーターもですけれども、足の悪い人たち、それ
から目の悪い人たち、やはり表示がはっきりしてい
ないということで乗りにくいとかですね、それから
慣れてないということで、エスカレーターの扱いが
悪かったというのがあったのですけれども、やはり

の中にいるか、それから親がついて周りをぐるぐる
回っていても、異端児と言ってはおかしいですけれ
ども、こいつはどんなやつなのだと、この車いすに
乗っている人間は一体何なのだと、異物を見るみた
いな、慣れるまではすごく異物を見るような形で見
られていました。それは精神的なバリアフリーに全
然なってないわけですね。というのは、なぜかとい
うと、やはりその地区の学校にその人が入っていな
い限りは、見慣れないから一体どんなやつなのだと
いうのがわからないと、ということで話しかけられ
ないし、何もしない、そういうふうな状態が続いた
わけです。
本人も養護学校を卒業してからは、一気に荒波に
のまれるわけですね。世間の目というのはすごく厳
しいわけですよね。普通の人たちと、我々が外に出
て社会に出たとしても、やはりすごく厳しい目で見
られるわけですけれども、それをさらにましてそう
いう何の免疫もない状態のところから、一気にそう
いうところに出されてしまうというのが現在の養
護学校の状態ですね。ですから本人たちが社会に出
て就職したいというふうな形をとったとしても、ほ
とんどが作業所とか、そうふうな同じような人たち
が集まる場所でしか働けない、それが現状のところ
ですね。
親としてもそれでは、これから、親は長生きする
かと言ったら、子供より先に亡くなるのが当たり前
という、長生きしたとしてもやはり自分の、本人が
体が動かなくなるという状態が続くので、本人が自
立しない限りは将来が心配になるということもあ
りますので、本人がどれだけ、努力という言葉は非
常に、本人に努力しろと言っても非常に苦しいと言
われるところもあるのですけれども、ただハイディ
キャップを持っている人たちが普通の人たちに受
け入れられるには、２倍も３倍もやって始めて普通
の人たちと同じような見方をされるというのが現
在の社会ですよね。
私がいる会社でも、ハイディキャップを持ってい
る人たちが働いていますけれども、やはりそういう
ふうな目で周りは見ています。本人が幾ら努力して
いると言って、１００％やっていたとしても、周り
から見たら本当の２０％か３０％ぐらいの能力し
か見てないという、自分の子供がそういうふうなこ
とがあるので、やはり自分の目も見方が違うのかな
とは思うのですけれども、本人はすごく努力してい
るということで見てあげられるのですけれども、そ
ういう人たちと接触がない人たち、気持ち的にすご
い壁があって、その人たちを見る目というのはもの
すごく厳しい目ですけれどもね。なんでこういう人
たちを働かせているのだというふうなことが一番
目に出てきます。本人は努力しているのですけれど
も、自分は本人なりに１００％の努力をしている。
それでも周りから見る目というのは壁があるため
にやはりだめだと、削除するような形で見られるわ
けです。あぁ、こんなことで、自分の息子もそうい
うふうに見られているのかな、というふうな気持ち
もあったのですけれども、本人はすごくいい人に、
周りにぶつかったというのもありまして、小学校、
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通っている本人に聞くと、もうかれこれ１年勤めて
いますけれども、対応が早くなる。やはりこれはそ
ういう人たちが外に出ないということがネックに
なっているのかなと、お年寄りにしてもそうですけ
れども、ほとんどが家の中で生活しているという、
家族の方に負担がかかり過ぎるから外に出さない
のだとかいうふうなことで、そこでもバリアがある
わけですね。これは手伝う人、それからそれを見て
いる人たちの、自分たちはすごい負担がかかってい
るのだという、見られる方もやはりすごい負担がか
かっていると思うのですね。自分が動きたいのだけ
れども、言うとその人たちに迷惑がかかるからと、
うちの息子なんかも最初言っていたのは、自分が動
くといろいろな人に迷惑がかかるから、というふう
なことが出ていたのですね。
それは迷惑ではないけれども、私も息子がそうい
うふうなこともありましたので、運転ボランティア
の方お手伝いさせていただくということで、いろい
ろな御家庭のところに行って、やはりお年寄りが
「はいどうもありがとうごさます。外に出られると
いうのは非常にうれしいです」これはいろいろなと
ころにバリアがあったらそういう人たちも出られ
なかった。それから車いすで動いていても、ちょっ
とした段差ですね。本当の３センチ、それから５セ
ンチ、このくらい普通歩いている人には全然問題な
い段差であっても、車いすの人たち、それから目の
見えない人たち、そういう人たちにとってはすごい
バリアになっているわけですね。
これはハード面になるかもしれませんけれども、
精神的な面もそうですけれども、そういう外に出て
もそういうバリアがものすごくあると。それでなか
なか出られないと。
それから横断歩道にしてもそうですし、それから
歩道にしても自転車がたくさん置いてあると、それ
で通路が狭いと、目の見えない人には自転車なんて
全然見えないですから、目の見えない人はやはり点
字みたいな形になっている、あのところで杖でつい
ていって初めてこの線だというのがわかるのです
けれども、それ上に自転車が出ていればそれにぶつ
かってしまうという、そういう光景も見たこともあ
ります。ただ、車いすの人たちにはこの点字という
のは、今度はバリアになっているみたいですね。で
こぼこしていますから、車いすが動かせないと、そ
れは小さいお子さんをバギーに乗せて歩いている
奥さんたちを見ても、やはり下ががたがたしたとい
う状態で、小さな段になっているとやはりそこでつ
っかかって、あぶなくつんのめりそうになってみた
りとかいうのがありまして、そういう段ができない
ように、平らな状態で動けるようなことができない
のかなということを以前に話していたことがあっ
たのですけれども、市の方で非常に難しいというふ
うなことで言われたりしました。
バリアというと、精神的なものを今回多く出して
ほしいということがありましたけれども、ハードの
面でもちょっとだけ話をさせていただいたという
ことです。
親の気持ちとしたら、どうやったら自分の息子な
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り娘なりとか、そういう人たちが個性と見ていただ
いて皆さんに受け入れていただけるかという、気楽
な気持ちでこの人たちは個性だと見ていただいて
話をするなり、それから接触していただきたいとは
思っております。
これで私の話を終わらせていただきます。(拍手)
≪長谷川≫
教育、職業、社会、お子さんの年齢とともに、長
年いろいろお考えになっていることをわずかな時
間でおしゃべりいただきました。本当にありがとう
ございます。
続いて綾部さん、お願いいたします。
≪綾部≫
最後になりました。綾部と申します。
私、知的障害の子供を持っております。知的障害
の親たちでつくっております、正式に言いますと
「心身障害者児の手をつなぐ親の会」と言いまして、
そういう子供たちを持った親たちが、手を取りあっ
て頑張っていこうという、そういう会でございます
が、それの一応福生の会長をさせていただいており
ます。
本当はそんな、なるようには思っていませんでし
たけれども、成り行きといいますか、ずるずるとと
いう感じで今現在過ごしておりますけれども、うち
の子供は今２８歳になります。音武君の「五体不満
足」という本、皆さんご存じだと思うのですが、あ
れとちょうど逆になります。体はとても丈夫で、元
気で動いておりますが、知的に、昔で言うと精薄馬
鹿とか、本当に知能のついていかない状況ですね。
ですからぱっと見たときにどこが悪いのという感
じなのですね。ですからこういう言い方はよくない
ですが、体の不自由な方たちと、見た感じほかの方
も、あぁ、あの方はどことなく不自由なのだなとい
うのが、いい悪いは別にしまして認識されると思う
のですが、知的障害ですとそれがちょっとわからな
いところがあって、どうしても世の中にわかってい
ただけないという部分で、親のジレンマが出てまい
ります。
ただ、本当に障害の軽い子ですと、本当にかわい
そうだなと、普通にできて、普通のところに就職し
たりとかしたいのに、障害という部分でできないお
子さんだっていらっしゃるのですよね。そういう方
にはもっと門戸を広げていただけたらありがたい
なという思いはあるのですが、うちはちょっと低め
の方です。ＩＱ２４、４歳程度、上中下でいきます
と下の上です。でも中にはうちの子供を知っている
方はいらっしゃると思うのですが、その程度だとい
うふうに思わないのではないかなと思います。それ
は知能としては、教えても何してもわからないので
すが、何回も学習することで生活していくのに必要
な部分を身につけてきたという部分ですね。
先ほどのお二方のお話にもありましたが、うちも
小さいときにちょっと寝返りが遅い、歩かない、お
かしいなということから、ちょっと変じゃないかと
いうところから始まって、市の相談に行ったり、そ

れから立川の児童相談所に行って、それで知的にち
ょっと遅れているみたいだからということで、普通
のところは無理だろうということで、一般の幼稚園
のところにも話し合いに行ったのですけれども、見
る手がないから、一人きりにかかり切れないからと
言われまして、立川児童相談所を経由して、今度な
くなるというような話も聞いたのですが、昭島にあ
ります生活実習所といって、そういう知的障害の、
今は大人の、成年の方の通所の施設があるのですが、
あそこも前は児童の施設でしたので、あちらに通っ
ておりました。
２年間行く予定でしたけれども、１年で、ちょっ
と言葉も出るから、お友だちみたいなものがつくれ
た方が逆に伸びるかもわからないから、普通の幼稚
園を探してみからどうですかと先生に言われまし
て、それで近隣の幼稚園を全部聞いて回ったけれど
も、さっき言ったように、結局先生も手いっぱいで、
そういう子が一人入ることによって、一人専任の先
生を付けられないからというところが多くて、今は
各保育園に一人とか二人そういう子が入れるよう
になっているのですね。ですから大体そういう特別
なところに行かなくてもいいので、それでその児童
部がなくなって成年の生活実習所というふうに変
わったのですが、うちのころはまだそれがあったも
のですから、やっと探しまして、秋川、隣町のお寺
さんでやっている保育園、ちょうど先生も、その専
門教育の先生も御主人が養護学校の先生をやって
いるという方で、理解があるということで、一応面
接に行って、この子ならば何とか大丈夫、そんなに
多動で飛び歩いたりするのがなかったものですか
ら、受けていただいて、秋川まで１年通いました。
電車と園のバスを利用していました。
それで学校に入る段階になったときに、家族で相
談しましたが、普通の学校は多分無理だろうという、
親の勝手な思いこみもあったのですが、でも学校の
就学相談におきまして、その当時私も生活実習所の
ときに、養護学校と特殊学級があるというのを知り
ましたし、見学も行きましたので、どっちがいいか
迷いましたけれども、親の考え方と、また先生方と、
専門の見る方の考え方と違うと思うから、とにかく
相談をかけて、向こうが何というか、それを判断し
てからもう１回相談しましょうということで、その
就学相談をうけまして、養護でなくても特殊の方で
も大丈夫そうだからということで、うちはたまたま
熊川の第五ゲートの真っ直ぐのあの線を境に向こ
うが第一小学校で、こちらの熊川地区が第二小学校、
そこに特殊学級がございましたので、うちはその第
二小学校の方に行きました。姉は学区が第三小学校
ですから、姉は第三、弟は第二、全然別な、方向は
まるきり逆なのですね。娘に言われました。どうし
て一緒じゃないのと。説明はしましたけれども、ま
だ小さいときでしたから、姉は理解できてなかった
みたいですし、３年生か４年生過ぎたころでしょう
か。そのころ、あとになってからですけれども、
「私、
弟がそういう子だと知ったのは後だったのよ。びっ
くりした。本当にショックだったのだからね」と後
で言われましたけれども、別に親は隠していたとい
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うつもりはありませんけれども、普段生活している
からわかっているかなと思ったのですけれども、や
はりそういうことってわからないかなと、後で思っ
た次第なのですけれどもね。そうなると家に一緒に
住んでいてわからなかったら、よその人ってもっと
わからないのではないかなということを感じまし
た。
だからその当時やはり、自分の子供がそういうち
ょっと知能が足りないということで、余り外に出し
たくないという、人の目にさらしたくないというの
は、母親はそれほどでもなかったのですが、家族に
やはりありました。おじいちゃん、おばあちゃん、
主人とかね。それからちょっと遠く離れていますけ
れども、私の実家の方も一緒に連れて歩くのはちょ
っと嫌なような、そういう雰囲気を感じました。正
直言ってとてもショックでした。自分の親がそうい
う状態ならば人様なんかもっとじゃないかなって。
でも結局家の中にこもっていてもしょうがありま
せんからね。連れて出すしかしようがないですよね。
それで結局みんなにわかっていただいて、何かあっ
たときに助けていただけるような状況をつくって
いかなければいけないのではないかなと思いまし
て、私はなるべく連れて歩きました。
うちの子は電車がとても好きなのですね。車とか
飛行機は余り興味を示さないのですが、電車がとて
も好きなので、電車に乗ってどこかいろいろ、どこ
へ行くのではなくただ電車に乗ってあちこち歩く
というのを、それは現在も続いているのですが、そ
ういうところで、見た目は何ともないのだけれども、
しゃべると話し方がおかしいとか、話の内容がちょ
っと普通ではないなとか、それから時々興奮して奇
声を上げるとか、ホームで電車を待っていると、う
ちの子はちょっと上下に体を揺らすのですね。ギッ
タンバッタンという感じなのですが、そういうよう
な変わった行動も起こします。そういうのを見ると
あの子はなんか変だわというような雰囲気の目で
周りは見ていますね。
今はもう私、気にしないようにしていますけれど
も、みなさん、人様から見られる感情を抱えている
と思うのですね。それを乗り越えて、結局それを気
にしてばかりいると、本当に家の中にこもっている
しかないのですよね。だからそこで開き直るという
のですか、「もういいわ、見られても」という感情
にならないと、子供を連れ出して歩くことはできな
いのですね。
だから私なんかのグループの人もみんなそうい
う経験はしています。そこでどこかで開き直って連
れ出して、お互いにこういう仲間の人たちとの、お
母さん方や親御さんとのそういう仲間の中でお互
いに「あなたもそうだったの」という、一種の癒し
合いみたいな気分から、だんだん明るさを取り戻し
てきているのではないかなというふうに思います。
今、みんなうちの会の人たちはとても明るいですし、
元気一杯で、障害の子供を抱えているのに、自分は
よそのボランティアをやっている方とても多いの
です。でも結局そういう経験から、皆さんそうやっ
て表に出ていかれたと思うのですね。

うちも小学校と中学校は特殊学級に行きました。
地域のです。高校が羽村、もともとこの辺は知的障
害は羽村になるのですね。今はちょっと秋川の方に
もできまして、ちょっと区域がいろいろ分かれまし
たけれども、前は立川はずっと向こうの区域が逆で
したので、こちら、福生や羽村やこっち方面はみん
な知的障害が羽村、それで肢体不自由が村山という
ふうな区分けになっていましたので、高等部から、
そのころ就職なんかとても無理だろうと思いまし
て、羽村養護の方に来ましたけれども、先ほどと同
じです。勉強というのはこの学校、ずっと１２年間
ですか、机に向かって皆さんがやる勉強というのは
やったことがありません。ほとんど生活訓練ですね。
自分の身辺処理から、それから物を、うちの子はす
ごく握力がなかったものですから、握力をつけるこ
とに費やしたりとか、ですから服の脱ぎ着とか、そ
ういうものにも、結局指先に力がないとすごくでき
ないものですから、そういう部分にすごい比重が置
かれていますので、勉強というものは本当にやって
いません。ですから字も読めません。アイウエオと
かも書けませんし読めません。何もできません。
そういう部分では肢体不自由よりもっと重度と
いうか、ある意味重度かなという部分はあります。
ただ子供によって、興味を持つものが突出している
人がいて、すごく漢字が読める人やら、鉄道のこと
がすごくわかって全部言える人やらとかいろいろ
あるのですね。だから、もうないものは無理にねだ
ってもしようがないから、その子が持っているもの、
できるもの、興味を示すものを伸ばしてあげるしか
ないなと思って、日々そういうところを努力してお
ります。
時間がなくなってきましたので、うちの子は体が
丈夫で走るのが好きなのですけれども、少し太りぎ
みなので、やせなければいけないからマラソンをさ
せたいのですが、親がついていけないのです。それ
で毎日歩くだけは、３０分歩いております。でもね、
雨が降っても、雪が降っても、台風でも行きたがる
のです。これが困るのです。習慣づけるまでがとて
も大変なのですが、ついてしまうと今度は逆に崩せ
ないのですね。これをわからせるのが大変だし、し
ようがない、雨でも雪でも付き合っております。
だからそういうときに代わりに行ってくれる人
がいたら助かるなという、すごくそういうことを思
いますけれども、大体夜の時間ですし、ボランティ
アさんを頼むというわけにもいかない時間ですし
ね。
今まで地域の学校、養護学校と行ってきた感じで
は、小学校のときに特殊学級があった学校のお子さ
んというのは、大きくなったときに僕一緒だったの
だよとか、私一緒だったというのを、今、おもちゃ
図書館、ここのセンターの中にありますけれども、
行かせていただいていますけれども、声をかけてく
ださる方がいらっしゃるのですね。だから小さいと
から、変にボランティアをするとかではなくて、一
緒に関わっていくということがとても大事なのだ
なと思いました。昔で言えば、下町のおうちみたい
に隣近所の人を全部知っていて、何かあればちゃん
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と助けてくれる、ああいうようなシステムみたいな
ものはとてもありがたいけれども、反面していただ
くには、うちの中のことや、私のことや、子供の状
況をわかってないと、手を出す方もわからないと思
うのですよね。だからちょっとわずらわしいなと思
う部分もありますけれども、助けてもらうにはやは
り自分の方もそういうことを少ししてから、ボラン
ティアというのは改めて構えるのではなく、そこに
いるおじいちゃん、おばあちゃんがちょっと何かあ
ったらぱっと助けるように手を出していただく、逆
に私たち障害を抱える親も自分でやらなければ、何
でもするのではなく、連れ出してみる。中には結構
抱え込んで、見せたくないから嫌だというふうにす
る親もいるのですけれども、それは一種の、障害を
抱える親の方のバリアだと思うのですね。
だから本当にバリアフリーになるには、両方がそ
ういう部分で歩み寄って、それには頭で考えるので
はなくて、小さいときから一緒になって行動してい
れば、そういうふうに改めて構えなくても、自然と
身についてくるものではないかなというふうに思
っています。
私事なのですが、きょう、ここに来るために子供
は、けさ１０時半からおもちゃ図書館にお弁当を持
ってきております。月３回あるのを楽しみにして来
ているのですが、３時半で終わりなのですね。きょ
う、これは４時までですね。お願いしてくるのを全
然忘れていたのです。気がつきまして、そうしたら
大丈夫よ、ちゃんと見ているって、だれか帰ってく
るまで待っていてくれると言ってくれたからって、
本当にありがたいなと思いました。ですからやはり、
普段のお付き合いがとても大切なのだなと改めて
感じた次第です。
どうもありがとうございました。（拍手）
≪長谷川≫
ありがとうございました。綾部さんと打ち合わせ
のときに、実はいくつかおっしゃってくださいまし
た。知的障害者の場合は子供のときのサインがわか
らない、親でも。そういうケースが多いということ。
そして先ほどお散歩に連れて出かけるというふう
に、非常につらい思いをなさった、世間にさらして
もよいという気持ちになる、それが親の転機である
と、きょうも勇気を持っていろいろなお話を、私た
ちの心にお話をしてくださいました。
ここで全体的なお話ですが、村山さんからちょっ
とお願いいたします。
≪村山≫
せっかくでございますので、ちょっと私、感想を
述べさせていただきたいのですが、一市民として参
加させていただいて、本当はコーディネーターです
から司会の進行役を務めなければいけないのです
が、きょうは長谷川先生にお願いしてしまいました。
お話を伺って、山下さんは障害を持っておられる
方として、それから高崎さんと綾部さんはお子さん
をそういう形でお持ちになっておられる親として、
直接こういう方々からお話を伺うことができる、し

かもまるで家族のような雰囲気の中でこういうお
話を伺うことができたということは、非常に私にと
ってすばらしい機会であったというふうに思いま
す。
山下さんの御体験を伺ったときに、当時の教育と
いうシステムを判断された方々の中には、行政もあ
り、それから教育委員会もありであったにもかかわ
らず、ただ体に障害を持っているからといって一般
の教育を受けることができなかったという判断を
して、しかもそれが不満ながらも現実そういう形に
なってしまったということを思い返してみますと、
これは相当私たちもこれから真剣に、人が構成して
いるまちというものをこれから豊かにしていくた
めには、真剣に考えないといけないのだなと思いま
した。
これは役所の皆さんに私は行政に一石を投じる
ことになるかもわかりませんが、専門のお立場とし
て行政を進めていかれるわけですから、私たちはあ
る種お任せしているところがあります。しかし、こ
れからは任せきりではいけないのだと、つまり私た
ちも一緒になってこの行政について判断をしてい
かなくてはいけないのだというふうに、山下さんの
お話を伺ったときに貴重な体験談として私は伺い
ました。
それから、高崎さんと綾部さん、こういう会の中
で堂々と、苦しい御経験を説明されたわけなのです
けれども、「一人がみんなのために、みんなが一人
のために」という言葉がありますが、みんなで一人
をお助けすることができるという機会があるわけ
ですので、そういう雰囲気をつくるためには、西村
先生がおっしゃったように、心のバリアといいまし
ょうか、人間はトータルしますと、私は今計算しま
したら、平均寿命８０年と計算しております。２万
８０００日ですね。１日１日貴重な経験をされた方
が他界され、全然教育のない人が生まれてきている
のですね。つまり２万８０００日経つと世代ががら
っと変わるわけです。そうするとやはり毎日毎日、
こういう教育というものが非常に重要であるとい
うことが感じられるわけです。
心のバリアというのは、恐らく一番大きいのは、
いろいろな形の教育というものが非常に大事なの
だと、これは学校の教育も社会の教育も家庭内の教
育もそうだろうと思うのですが、こういうものが継
続的に尽きることなく行われることによって、そう
いう社会が実現できてくるのではないかなと、そん
な感じがしたわけです。
結論めいたことを申し上げて大変僣越なのです
けれども、今までいろいろなフォーラムに参加させ
ていただきましたが、きょうほど手に汗握りお話を
伺ったことはありませんでした。そういう意味では、
本当に話題を提供してくださいました４人の方々
に感謝申し上げたいと思います。
≪長谷川≫
とてもいいお話だったのでこれで終わってしま
いそうなのですが、フロアーの方からどなたか、時
間の関係もあって制限がございますけれども、どな
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たでも聞きしたい、あるいはお話してみたいという
ことがございましたらぜひ。
きょうは年齢的な意味でのハンディキャップを
持った人に対しての話はなかったのですけれども、
そういったことでも結構です。ハードでなければ。
お願いいたします。
≪Ｂさん≫
Ｂです。福生に越してくる前に、１５〜６年前に
住んでいた市は、すごく福祉の面で進んでおりまし
た。私は今、ボランティアの仕事と、あと介護保険
制度の方でヘルパーの仕事と、仕事としては障害者
さんの介護とか、そういう仕事をさせていただいて
いるのですけれども、私自身がこういう子供たちを
含めて参加するようになったのは、ちょうど昭和４
６年というのは一番ベビーブームで子供さんたち
が多くて、一般の幼稚園に入る方も、一般の方もみ
んなはみ出された時期で、私たちは地域の、ここで
いう田園会館のようなところを借りて、幼稚園に入
れなかった方たちは、ともにお団子づくりとかやっ
ていこうではないかということで、障害者もお年寄
りもみんな手が空いた方が歩み寄って、まちづくり
まではいかないのですけれども、団地の中で考える
会をつくって、本当に専門の方がいまして、ずっと
私もそういう方たちと携わっていく中で、今、子供
たちがもう３０才近くなっておりますけれども、地
元にある福祉学園があったのですね。地元に普通の
小学校も中学校もあったのですけれども、子供たち
も２〜３歳からそういう障害の方も、いろいろな方
と付き合っていく中で、子供というのは本当に、先
ほど言われましたように、個性ととらえていくのだ
なと知って、うちの子供が学校に入るときに、そう
いうところに参加してないお子さん、これは現実当
たり前だと思うのですけれども、「変な子、変なお
じいちゃん」とか、老人ホームもありましたので、
だけどうちの子供たちは「なんで変なの」と、それ
はやはり３歳、４歳から家族ともども、そういうと
ころに付き合ってきたからということで、小学校の
中でも障害を持った方も見てきましたし、そういう
中でずっと付き合っていく中で、本当に地域の偏見
というのは、親御さんもそうですし、私たちも学び、
知っていくことが大切だなということを痛切に感
じました。
その中で、どんな障害を持っていようが、お年寄
りであろうが、健常者であろうが、今何を必要とし
ているのか、昔よく私は、先ほど話題提供者の綾部
さんが言われたように、私たちは小さいときは、本
当にいろいろな方が、おばちゃんが助けてくれたり、
本当にいろいろな方に入ってもらってきたのに、ど
うして５４年度から分かれるかなと、私もこれは素
朴な疑問でした。
だからこういうまちづくりフォーラム、広報とか
いろいろなところに提供されているのですけれど
も、なかなか地域の方というのは、本当にやはり少
ないというのが現実なので、これからもっともっと、
いろいろな地域の会館もありますので、そういう地
域ごとにも開催されていくことが、もっともっと福

生市のまちづくりが、これから高齢化社会を迎える
に当たって大切なことだと思います。
あと一つ感じたことは、行政と、ハンディキャッ
プを持っている方と、それは私なんかに対してまた
感じたことは、今、羽村にごみ処理施設に福祉風呂
ができました。お風呂のセンターができましたね。
あそこに正直言って私も何度もお手伝いで、車いす
の方の介護に行きました。すごく行政の方などが、
福祉風呂のことについて手取り足取り教えてくだ
さったのですけれども、先ほど山下さんが言われた
ように、車いすの方も一応は皆さんと同じように入
ってみたい、それで大変であれば福祉風呂の方に入
ってもみたいと、でも最初から福祉風呂の方へどう
ぞといって案内される。私はだから、一応御本人の
御意見を聞いて、そちらで１回やってみて、それで
無理ならば福祉風呂でもいいのではないですかと、
第三者的な立場でお願いさせていただいたのです
けれども、そういう、今言われましたように、心の
バリアというのがすごく、自分が仕事をしている人
間として、またこれをやっている人間として、両方
の間に入ってと、そういうのがあります。
それからあと、先ほど綾部さんが言われたように、
本当にいろいろな子供さんが大変なときに、より必
要とするとき、そういうときに、本当に隣のおばち
ゃんが飛んで行けるような、２４時間介護、お年よ
りも障害者も、また私たちもいつ目が悪くなったり
するかわかりません。そういうふうな人たちが集え
るような、介護保険の中で８時間ではなくて、２４
時間いつでも安心して、お母さんたちのために１日
が使えるようなまちづくりができていけば最高な、
ヨーロッパを抜けるようなまちづくりになるので
はないかなと、そのためにも地域、地域でもっとも
っとこういうのを開催していただければありがた
いかなと思います。
≪長谷川≫
ありがとうございました。ボランティア体験をな
さっている立場からのお話でございました。まだま
だ皆さん、あるいは今のお話をお聞きしたことで、
いろいろとお伺いしたいのですが、時間の都合があ
ります。またの再会を必ず市長にお願いして、私か
らの話はありません。きょうは聞いていただいた、
それで十分です。（拍手）
≪市長≫
どうもありがとうござました。いろいろなお話を
聞かせていただきましたけれども、私も一言もきょ
うは聞き漏らすまいという、非常な緊張感を持って
話を聞かせていただきました。
これからこれをもとにしてスタートさせていた
だくということになるだろうと思います。
きょうの会の結果につきましては、記録を作成し
ます。市民の皆さんにできるだけ大勢いろいろなこ
とを知っていただくことが大事だと思います。そん
なことを継続して次にステップアップしていけれ
ばと思っております。
きょうはご出席いただきましてありがとうござ
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いました。特にコーディネーターの長谷川さん、村
山さん、それから西村先生、綾部さん、山下さん、
高崎さん、大変すばらしいお話をありがとうござい
ました。（拍手）
―

終了 ―

