
（1）ＫＳＫＱ（ＢＥＡＭ　No. 141）　第三種郵便物承認　　　通巻第9957号　　　2021年５月31日発行

KSKQ 編集人　京都府自閉症協会

一
九
九
一
年
九
月
三
日

　
第
三
種
郵
便
物
承
認

　
毎
月
（
一
・
二
・
三
・
四
・
五
・
六
・
七
・
八
の
日
）
発
行

ビーム

京都府自閉症協会

〒602-8144　京都市上京区丸太町通黒門東入ル藁屋町536-1　元待賢小学校３Ｆ

TEL 075-813-5156　　FAX 075-813-5157

No.141

特集 　きょうだいについて

 2021年１月11日　京都テルサにて



ＫＳＫＱ（ＢＥＡＭ　No. 141）　第三種郵便物承認　　　通巻第9957号　　　2021年５月31日発行（2）

正会員限定 今後アップ予定のお薦め動画
京都府自閉症協会専門部によるオンライン講座

2021年４月３日開催　前野篤史氏

「自分らしく生きるために必要なこと～居宅における生活を支援するサービス～

今の生活を、一人暮らしを、親なきあとを充実した生活にするために…」

オンライン活動とホームページ情報

　新型コロナウイルス感染症はいまだに収束せず、先の見通しも立っていません。昨年の春以

降、当協会の活動は感染防止の観点から中止や変更を余儀なくされましたが、秋から Zoom

を利用しての講演会、学習会、交流会を始めました。スマホ、タブレット、パソコンを使って、

ネット環境が整えば、どなたでも、たとえ遠い所にお住まいの方でも簡単に参加できます。今

後もオンラインの活動を続けていく予定で、状況を見ながら従来のような実際に集まって行う

活動も併せて継続していくつもりです。皆さまどうぞご参加ください。

【きょうだい部】田中一史氏
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正会員限定 お薦め動画で、セミナーや学習会を閲覧できます。

　当協会のホームページ（http://as-kyoto.com/）には活動の

内容、イベントの予定など、皆さまのお役に立つ情報が満載です。

【専門部】門 眞一郎氏

2020年11月21日開催 Zoom 学習会

「きょうだいについて」

2020年12月12日開催 融 Zoom 碍なオンライン講座

「問題行動は問題提起行動」

2021年２月11日アップ
「脱！強度行動障害」

当協会ＨＰの
ＱＲコード
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特集

きょうだいについて
専門部　田中　一史 氏

（京都市児童福祉センター　児童精神科医）

「きょうだい」と一口にいっても、兄弟姉妹の障害の種類や家族構成、置かれている環境など

それぞれに違いがあり、これがきょうだいの思いだと一般化はできません。「きょうだい」と

しての悩みや想いには共通のものも多くあり、「きょうだいあるある」と言われるような代表

的なエピソードもありますが、今回講義をした私と、参加されていた別のきょうだいの方とは

同じきょうだいではあっても、それぞれ別の経験や感覚を持っています。今回、私の他にもきょ

うだいの参加者がおられたことは、その違いを知る意味でもよかったと思います。

　学習会に参加されなかった方に向けて、私の講義の内容を簡単に紹介しておきます。

　子どもたちには同じように愛情を注いでいるつもりでも、障害のある子どもに手がか

かってしまい、きょうだいが寂しい思いをしていないか気になりつつうまく関われなかっ

たり、どうしていいか分からないなど悩みを抱えている親御さんはたくさんおられると

思います。

　2020年11月21日（土）、当協会専門部の田中一史先生を講師として、Zoom学習会「きょ

うだいについて」を行いました。ご自身も「きょうだい」であり、また専門家でもある

立場から、「きょうだい」としての思いや支援について、分かりやすくお話ししてくだ

さいました。また『BEAM』のためにその内容をまとめていただきましたので、今号の

特集として掲載いたします。

　この学習会では、障害や慢性疾患のある兄弟姉妹が

いる人、いわゆる「きょうだい」をテーマにその特有

の悩みや思い、どのような関わりや支援が必要か、な

どについて私からの講義をお聞きいただき、その後に

参加された方からの質問に答えたりそれぞれの感想を

聞くことで、より深くきょうだいのことに思いを馳せ

る時間となりました。

　私は自分自身がきょうだいの立場であり、同時に障

害当事者やその家族の支援者でもあるため、きょうだ

いのことをお話しさせてもらうことは多いのですが、
先生と弟さん　笑顔のショット
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ちやすいか、代表的なエピソードと私自身の経験を紹介しました。

　幼児期であれば、

「どうして自分の弟はいつになってもお話しできないの？」

「どうして同じことをしても私だけ怒られるの？」

「兄弟のパニックが怖いけどどうしたらいいの？」

　学齢期であれば、

「兄弟の分まで頑張ってとか偉いとか言わないで」

 

※１※２　24行目の「スーパーチャイルド」、27行目の「家族が機能不全をおこしている場合の子どもの５つのタイプ」

の詳細は『発達障害のある子どものきょうだいたち―大人へのステップと支援』（生活書院　明星大学　吉

川かおり著）をご参照ください。

「仕方ないでしょ。大事なものを片付けてないあなたも悪いのよ、なんて言われても」

「学校で兄弟の対応のことを自分に聞かれたり、障害のことを取り上げられることに納得

がいかない」

　思春期以降であれば、

「なぜ自分は健常で兄弟は障害を持ってしまったのかという罪責感」

「このまま兄弟姉妹ができることが少ないまま大人になったらどうなるのかという不安」

　成人になったら、

自分の恋愛や結婚、独立した後の家族のこと、進路や職業選択、世間との関係

そして親が亡くなった後、自分ときょうだいの生活がどうなるのかということ

　こういった、きょうだい特有の思いや経験、その対応については、ホームページにも参考文

献としてあげられている『きょうだい―障害のある家族との道のり』（中央法規出版　白鳥め

ぐみ、本間尚史、諏方智広著）に詳しく書かれています。

　次いで、障害のある子がいる家族にかかる負荷がきょうだい児にどのような影響を及ぼすか、

時にその皺寄せがどのような形で出てくるかを解説しました。

　皺寄せとは、たとえばきょうだいにとって家庭が安全基地として機能しなくなってしまい、

親子関係に歪みが生じ、その結果きょうだいが「スーパーチャイルド」※１であることを期待さ

れてしまったり、ケアや家事の分担を期待されいわゆる「ヤングケアラー」としての役割を強

いられたりすることがあります。

　性格形成における影響とは、家族が機能不全をおこしている場合の子どもは５つのタイプ※２

に分類される性格、行動様式を取りやすく、とくにきょうだい児は「ヒーロータイプ」「お世

話焼きタイプ」となることが多いといわれています。その性質は自他ともに美点と考えてしま

いがちですが、一方で自分のニーズに向き合いそれを大事にするこ

とが困難という弊害があり、思春期以降に葛藤に苛まれることもあ

ります。

　子ども時代からきょうだいは、

・障害のある子の能力をめぐって

・家族のコミュニケーションをめぐって

・社会との関係によって

　まずは、きょうだいが幼児期から成人までに、それぞれの時期にどのような思いや経験を持
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　普通には経験しないさまざまな影響を大なり小なり受けており、そのことが前述したきょう

だい児特有の悩みや思いにつながっていくわけです。

　最後に、このようなきょうだいの悩みや想いに対して、親や家族は、そして支援者はどのよ

うに応え、関わっていくべきかという話をしました。

　きょうだいが自分自身を大切に思えるようになるために、特別扱いの時間を作ること、いい

子でない自分を受け入れてもらえる機会を持つこと、学校など外の世界では家庭とは違う自分

を出せる場所であること。

　家族支援の中できょうだいが「蚊帳の外」ではなく「チームの一員」として扱われ、適切な

情報や知識を得る機会や、障害のある兄弟姉妹に支援や相談が行われていることを知る機会が

得られること。

　そしてできれば青年期・成人期までに、同じ立場であるきょうだいと出会うか、きょうだい

の体験を見聞きする機会が得られること。

　こういったことの必要性を、家族や支援者が知っておくことが重要です。

　私の講義の後の、質疑応答や感想を聞く時間でもさまざまな話題が出ました。

　お子さんが小さいご家庭からは、障害のある子のパニックを怖がるきょうだいにどう声をか

けるか、きょうだいに障害のことを伝える時期や方法などのご相談が、成人されたご家庭から

は、親亡き後のきょうだい間の距離やそれぞれの接し方、親はそれまでにどんなことを準備し

てあげたらいいかなどがありました。

　きょうだいがご家庭にいらっしゃらない参加者からもそれぞれの立場できょうだい児との関

わりがあり、さまざまな感想が寄せられました。

　予定していた２時間を大幅に超過しましたが話題は尽きず、ありがたいことにまたこのよう

な学習会を設けてほしいとのご要望もいただきました。

　世の中には名乗り出ないだけで思った以上にたくさんの「きょうだい」がいて、それぞれに

共通の思いと違った思いを持って過ごしていますが、私が思うに多くの成人したきょうだいは

きょうだい児たちを助けたい、支えたいという気持ちを持っています。

　これからもいろんなきょうだいの話を聞ける学習会、交流会ができればと思います。

2015年11月～2016年４月、京都新聞「と

もに生きる　福祉のページ」に田中一史

先生の連載記事「きょうだいとして　支

援者として」全６回が掲載されました。

当協会のホームページ各部紹介のきょう

だい部から閲覧できます。

ぜひアクセスしてください。
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　新型コロナウイルス感染症について、一旦は新規感染者数が減少しましたが、また増加の波

が押し寄せ、まん延防止等重点措置の適用を経て緊急事態宣言が発令される事態となり、今後

が見通せない状況です。

　私たち自閉スペクトラム症の子を持つ家族にとって、１年以上にわたり手洗い、消毒、３密

をできるだけ避ける生活など、一応個人でできる努力は続けているものの、感染への恐れはぬ

ぐえず不安な日々です。そのような中で、会員のＡさんは息子さんが昨年秋に感染し、家族中

で大変つらい思いをされました。その経緯をお話しいただきました。

会員Ａさん（母親）の体験

新型コロナウイルス感染症―もし感染したら？

　息子さん（20代）は、昨年秋のある日38度台の発熱があったため、

Ａさんと共に病院の発熱外来を受診したところ、肺に影が映ってい

ると言われ、後日 PCR 検査を受けると陽性と言われました。濃厚

接触者である母親Ａさんは陰性と判明。

　当時Ａさんは知らなかったのですが、近隣の病院などで新型コロ

ナウイルス感染症のクラスターが発生していました。息子さんは毎

日電車を利用して就労継続Ｂ型事業所に通っており、つり革や手す

りなどに触れた手で鼻を触ったり（息子さんの癖）したために感染

したのではないかと推測しています。

　病院からは、息子さんに多動などの問題があるため単独入院は困る、母親であるＡさんと一

緒に入院してほしいと言われました。しかしＡさんは息子さんが病室内でじっとしていること

が難しく、外へ行きたがった場合制止することができないと考え、在宅療養を選びました。

　家族は母子の他にＡさんの両親（二人とも陰性）が同居し、買い物などはもっぱら祖母が担

いました。病院では医師から解熱剤の処方があり「様子を見てください」と言われたのみ。保

健所の保健師さんからは毎日電話があり、息子さんの状態をたずねられるとともに、Ａさんを

励ましてくれました。

　自宅で不慣れな感染対策をしながら過ごし、２週間後に再検査を受けると、息子さんの症状

は回復しているのに陽性と出ました。回復しても検査ではすぐには陰性にならないことが多い

そうです。さらに２週間の在宅生活が続き、やっと検査は陰性になりました。

　結局Ａさんは４週間仕事を休み、息子さんも４週間事業所を休んで家で過ごしました。息子

さんが外に出たがる時は、「外へ出たら大変なことになる」とその都度説得して、何とか家の

中で過ごしました。事業所の支援員は、家でできる宿題のようなプリントを持ってきてくれま

した。しかし息子さんは家にいても他にすることがなく、運動もしないので（以前は水泳など

に通っていた）、食べることが多くなり、体重が非常に増えてしまいました。Ａさん自身もずっ

と閉じこもった生活で、精神的に参りました。息子さんは毎日毎日同じ話、同じ言葉を４週間

ずっとくり返ししゃべり続けたのですから、祖父母もしんどい思いをされたことでしょう。

　その後息子さんは後遺症もなく事業所に通い、Ａさんは職場に復帰しました。幸いにも周囲

からは差別的な言動を受けたことはないそうです。

　Ａさんは「この新型コロナウイルス感染症は誰もが感染する可能性があります。感染が分かっ

てから、どういう気持ちをもってどういう生活を作っていくかが大切だと思います。今後もし

このようなことが起こった場合、祖父母もいなくなったら母子二人だけの家庭になるので、家

族の助けは得られません。本人あるいは親である自分が感染しても、安心して入院ができる病

院の体制や福祉制度が是非とも必要です」と言われました。
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当協会から行政への要望

　Ａさんの場合は、息子さんが幸いにも比較的軽症であったことやＡさんおよびご両親がずっ

と感染せずに済み、ご両親の助けを得られたことなどの好条件が重なり、そして努力をされて

乗り越えられたのではないでしょうか。

　私たちは、いつでも感染する可能性があります。親として最も心配しているのは次の２点だ

と思います。

①本人が感染したらどうなるのか。本人一人で病院に入院できるのか？

②親が入院して本人が家に一人取り残された場合、どうなるのか。誰がみてくれるのか？

　主にこの２点について、当協会は京都府、京都市に対して継続して要望書を提出し話し合っ

てきました。

　①については、本人が感染したら原則入院です。病院は感染症の場合、付き添いや介護者を

病室に入れることを許可しません。一方福祉サービス事業者側も、陽性や濃厚接触者の支援を

断る所が大半だと思われます。しかし病院は、自閉スペクトラム症のように行動上の障害があ

り、コミュニケーションのとりにくい人を、単独で入院させる体制を取れないという現実があ

ります。病床がひっ迫すれば、そもそも軽症者は自宅療養であると、基準自体も変わります。

　感染症について看護の知識も経験もない人が、かつ感染する恐れが強いにもかかわらず、母

親であるという理由で、成人である本人と一緒に入院するという、本来あるべきではないこと

を要求されるのです。府内では、Ａさん以外にも母子一緒に、あるいは家族全員（全員が陽性

か陰性の人も含まれるのかについては不明）で入院された例もあるそうです。

　当協会は、このような人たちに別の医療福祉的な体制をと望みましたが、すべて「難しい」

と言われました。

　②親が入院して本人（子）が在宅で取り残された場合についてです。

最近は初期の頃と違い、PCR 検査が比較的早く実施され、結果も早け

れば即日、たいてい翌日には判明するそうです。陽性であれば原則は即

入院。陰性であっても２週間の待機が求められます。濃厚接触者ですか

ら、通常なら利用できるショートステイは、事業所が受け入れてくれな

いでしょう。では自宅で誰が支援してくれるのか。居宅介護事業所も、

ヘルパー派遣には応じられないと言う事業所が多いのです。

　当協会では府市への要望として、府市の持つ施設等の中で空いている所を整備して、そこを

自宅で一人で過ごせない人たちのための一時的な居場所とし、そこにサービス事業所が協力し

てヘルパーを派遣するなどの方法を取ってほしいと要望していました。この方法は、すでに神

奈川県や東京都などで実施されているものです。それについて、京都府からの回答は「現在の

ところ難しいが、保護者の気持ちは分かるので探す努力はする。もし確保できたら。確保した

と伝える。」とのこと。京都市からの回答は「場所を用意することはできない。居宅介護事業

所からのヘルパーを自宅に派遣することとしたい。市内の全事業所からの同意は得ている。」

とのことでした。

新型コロナウイルスのワクチン接種について

　厚生労働省の専門部会は、３月18日、重い精神疾患や知的障害のある人を優先接種の対象に

加えることを了承しました。海外の研究により、これらの人たちが感染した場合、入院・死亡

率が上がるというデータが出ているためです。対象は精神障害者保健福祉手帳や療育手帳を有

する人で、約210万人とのことです。

　自閉スペクトラム症の人が、日頃なじんだクリニックや事業所など少人数の落ち着いた環境

で、それぞれに合わせた工夫をしながら、望んだ全員が受けられるようにしてほしいものです。
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厚生労働省からの通知
　ワクチン接種に関しては、厚生労働省から各都道府県の衛生部局および障害福祉部局宛てに

以下のような通知が来ています。

京都市の新型コロナワクチ
ン接種ポータルサイトです。
皆さまに役立つ情報が入っ
ています。

【新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する合理的配慮の提供について　2021年

３月３日付】

　この通知の発達障害者に関係する部分では、障害特性を踏まえ次のような適切な配慮を

求めています。

・知的障害者や発達障害者に対しては、専門的な用語や抽象的な言葉を用いず、平易な

言葉で繰り返し説明する、分かりやすい絵カードや写真等を用いるなどの配慮をお願

いします。

・障害者が接種を受けるに当たっては、接種会場において公的な福祉サービスによる支

援（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援、遠隔手話サービスを

含めた意思疎通支援事業等）が円滑・柔軟に受けられるよう配慮をお願いします。

【新型コロナウイルスワクチンに係る予防接種に関する障害者への接種について　2021年

４月13日付】

　この通知では、接種前の医師との相談や事前準備などについて述べています。

・市区町村等においては、接種対象者が接種可能となった段階で速やかに接種を受けら

れるようにするため、接種を行う場合の準備をあらかじめ進められるよう、障害者と

かかりつけ医等が早めに相談することについて、医療関係団体や障害者関係団体等の

協力も得ながら、周知を行うこと。

・ワクチンを接種できるかかりつけ医等がない場合については、必要に応じ、市区町村

等において医師会等の関係団体と連携のもと、実施可能な医療機関や市区町村が設け

る会場等を紹介するなどの対応を行うこと。

・高齢者である障害者、基礎疾患を有する障害者や基礎疾患を有しない障害者いずれの

場合にあっても、それぞれの接種可能段階において円滑かつ迅速に接種が可能になる

よう、市区町村等においてはきめ細かな相談や接種時等の障害特性に考慮した対応な

ど合理的な配慮を行うこと。

京都市新型コロナワクチン

接種コールセンター

お問い合わせ先 TEL 075-950-0808
 FAX 075-950-0809

午前８時30分～午後５時30分
（土曜・日曜・祝日も）

京都府は各自治体で新

型コロナワクチン接種

コールセンターを立ち

上げています。

お住まいの自治体にお

問い合わせください。

　私たちには具体的にまだ詳細が分からない段階であり、今後も注視していきます。

　当協会のホームページの［ニュースリリース］で、４月22日に「障害者へのワクチン接種に

ついて」をアップしています。
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　１月11日（月／祝）、京都テルサにおいて京親協 はたちを祝うつどい実行委員会主催の『令

和３年第56回京親協 はたちを祝うつどい』が開催されました。

　京都府自閉症協会の対象者は９人でしたが、つどいには４人が出席され、ご家族と一緒に門

出をお祝いしました。

　今年は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、つどいの開催をどうするか、開催する

ならどのような対策が必要かなど実行委員会で協議しました。そこで、「式典」は行う、飲食

を伴う「祝賀会」は行わない、「お祝いひろば」は時間を短縮する、集合写真は一人ずつ撮影

した写真を編集して１枚の集合写真に仕上げてもらう、出席者や来賓の人数制限をする、座席

を離して密にならないようにする、入口で手指の消毒と体温測定を行うなどの対策をしての開

催となりました。

　式典では、実行委員会代表の式辞、京都市長をはじめご来賓の祝辞、お祝いの品々の贈呈、

新成人の代表者の誓いの言葉が力強く述べられ、保護者から謝辞が述べられました。

　式典後のお祝いひろばは、京都手をつなぐ育成会のよさこい踊りと京都市立洛南中学校吹奏

楽部の皆さんの演奏があり、吹奏楽の音楽に合わせてノリノリで楽しそうに踊っておられる出

席者の様子にほのぼのとして、開催できてよかった！と思いました。

　はたちを祝うつどいの式典は、厳粛ではありますが和やかな雰囲気で、しんどくなったらホー

ルから出てもかまいませんし無理なくご参加いただけます。京都府自閉症協会では、それぞれ

が不安なくご参加いただけるように下記のスケジュール表を準備して当日お配りしています。

はたちになられる方には是非ご出席いただき、ご家族の皆さまと共に晴れの日をお祝いしたい

と思っています。

京親協　はたちを祝うつどい

京親協 はたちを祝うつどい実行委員会構成団体：京都障害児者親の会協議会、（一社）京

都手をつなぐ育成会、（公社）京都市身体障害者父母の会連合会、（一社）日本筋ジストロ

フィー協会京都支部、京都府自閉症協会、京都重症心身障害児（者）を守る会

京親協はたちを祝うつどい スケジュール 

京都府自閉症協会 
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おすすめの１冊

「ちょっとしたコツでうまくいく！　発達障害の人のための就活ハック」

 窪貴志　高橋亜希子　山本愛子　著

 発行　翔泳社

 定価：本体　1,600円＋税

　発達障害の特性がある人は、就職活動においても、その特性ゆえにう

まくいかないことが往々にしてあります。本書には、発達障害の特性の

ある人たちの苦手をカバーしながら得意を生かして就職活動を上手に進

めるためのヒントやコツ（就活ハック）が詰まっています。

　自分を知ること、職場や仕事内容は良い悪いではなく、自分に合うか

合わないかを見極めることが大切など障害の有無にかかわらず、誰が読

んでもためになるハック満載です。

作者紹介：

日下部ななえ

（くさかべ　ななえ）

1989年生まれ

アスペルガー当事者

５匹の猫と過ごす毎日

漫画、イラストの

お仕事募集中

〈『ASDな日々』の冊子や
 缶バッジの取り扱いサイト〉

https://pictspace.net/

nanaekusakabe
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各部だより  

　

青

年

成

人

部

　

kiralaでリフレッシュ
　青年成人部の余暇活動として2014年度から始まったダンスサークル kirala。当初から

継続して参加しているメンバーを中心に今では活動がすっかり定着しています。７年目と

なる2020年度は14人のメンバーでスタートする予定でした。しかし、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大防止のため当面の間の休止を余儀なくされました。そして、感染の第２

波がピークアウトしたタイミングの10月、ようやく第１回目を開催できることになりまし

た。kiralaを待ち望んでいたメンバーたちは活動のお知らせをとても喜んでくださり、こ

ちらもとてもうれしくなりました。

　しかし活動を開始するにあたっては、感染防止対策のためにプログラムを大きく変更す

る必要がありました。今までのように手をつないで踊ったり、いろいろな楽器を順番に使っ

たり、大好きなシャボン玉もできません。それでもメンバーたちが少しでも楽しめるよう

にと、いつもご指導いただいている先生方が熟考してくださり、新しいプログラムが出来

上がりました。そして今まで同様、前日には各家庭にスケジュール表を送付して、見通し

を持って参加してもらうように準備しました。

　いよいよ活動当日。入室時の消毒の徹底、マスクの着用、充分な距離を取った席のレイ

アウト、使用する楽器を消毒してのスタートです。スケジュールの提示の仕方は、大型ス

ケジュール、落とし式、リスト式など、それぞれのメンバーに合わせていつものように準

備しています。まず大きな変更点として、大声で指示を出すのは良くないのではないかと

いう点で、プロジェクターを使用して進行することになりました。メンバーの反応を心配

しましたが、大きな混乱もなくスムーズに移行できました。むしろモデルが分かりやすい

ので言語指示が減り、視覚的に注目することがはっきりしたことで、普段はあまり参加し

ていなかったメンバーが食い入るように映像を見たり、体を動かすことが増えたりして、

うれしい変化が見られました！やはり視覚優位の彼らには、こちらからの提示の仕方ひと

つでこんなにも行動が変容するのだということを改めて実感しました。また楽器は極力使

わないようにし、使っても消毒のできる鈴や鳴子を使用するようにしました。汗をかいた

り大きな動きのあるダンスの曲も少なくし、手遊び的な要素の曲が増えました。全体に変

更点の多いプログラムでしたが、いつもどおりに楽しく参加することができたのではない

かと思います。メンバーたちは久しぶりの kirala を心から喜んでいるようでした。今後

の改善点としては、ダンスが減って活動量が低下しているので若いメンバーたちには物足

りないかもしれないので、もう少し工夫してダンスナンバーを増やしていきたいとのこと

でした。

　こうして10月４日、11月３日、12月６日と３回の活動ができ、新しいプログラムにも慣

れつつあったのですが、２度目の緊急事態宣言が発令され、残念ながら期間中はまた活動

休止となってしまいました。今後も様子を見ながらの活動になっていくと思われますが、

一旦休止になったことで kirala がいかにメンバーたちの生活に根付き、活動を楽しみに

ディスタンスをとって映像を見ながらリズムにのるメンバーたち
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してくれていたのかが分かりましたので、再開を待ち望んでいるメンバーたちのためにも、

１日も早く日常が戻ることを祈るばかりです。また、コロナ禍での苦渋の変更により新た

な気付きも生まれたので、更にバージョンアップした kirala となって再始動できればと、

前向きな気持ちで待っていたいと思います。

　この１年で生活が一変してしまい、さまざまな制約の中で過ごすメンバーたち。ただご

とではないと何となく察知し適応できているように見えていても、内面ではストレスがきっ

とたくさんたまっていることでしょう。そんなメンバーたちが少しでもリフレッシュでき

楽しい時間が過ごせる場として、kirala は一層重要な役割を担っていかなければならな

いと思っています。

学習会【先輩保護者のお話】
　１月14日（木）、先輩保護者の宮内賀永子氏を講師に「グループホームができるまで　そ

してグループホームでの暮らし」というタイトルで、学習会を Zoom でのオンラインで

開催しました。参加者は13人でした。

　宮内さんご自身がお子さんと生活する中で、将来30歳くらいでグループホームでの生活

を始めて自立させたいという漠然とした目標を持たれてから、現在のグループホームでの

生活までのお話をうかがいました。

　息子さんは、現在36歳。自閉スペクトラム症で、療育手帳Ａ、障害支援区分６、障害基

礎年金１級で、こだわり、コミュニケーションの特性、想像力の特性などがあります。

　白河支援学校卒業後は、ふしみ工房でパン屋さん、だいご学園で就労移行支援と就労継

続Ｂ型を経験されて、現在は京都ライフサポート協会の生活介護事業所である工房あんじゅ

別館「アンドゥ」で働いています。

　目標の30歳自立を考え、25歳ぐらい（2009年）から、入所施設「庵」で、２ヶ月に一度

くらいのペースで土日を使ってショートステイを１泊で開始、本人はレクリエーション感

覚で宿泊、一人で行き帰りが可能だったそうです。

　ショートステイ先を「庵」にされた理由は、2001年に、社会福祉法人　京都ライフサポー

ト協会の入所施設　横手通り43番地「庵」の開所式に出席され、７年後に青年成人部の学

習会で再び施設見学に行ってみると、施設内がにおいもなく変わらずきれいだったこと、

職員が全員正職員だったことなどで、「ショートステイを経験するならここだ」と思われ

たからとのことでした。

　2009年に、同じ法人のグループホーム「わくわく」を見学し、保護者の話を聴かれて、

見学会の後すぐに、この法人の理事長に、こんなグループホームで子どもを生活させたい、

協力するのでグループホームを法人で造って欲しい、一緒にやりたいと同じ思いを持つ親

３人で直訴して、グループホーム設立がスタートしたそうです。

　法人側から他にもグループホームを希望しておられた府南部在住の親御さん５人を紹介

され、途中メンバーの入れ替わりはありましたが、18歳～35歳の男性10人（自閉スペクト

ラム症８人・ダウン症１人・ダウン症＋自閉症１人）が決定し、2009年11月に建設に向け

てのプロジェクトが開始となります。（この時点での支援区分の平均は5.8でした。）

　準備委員会を立ち上げて、２か月に１回のペースで、本人たちの希望・具体的なこと、

医療的なこと、建物の希望などの話し合いを持ちます。

　法人は、2012年３月に競売物件の土地とその隣接する土地を取得、11月にはケアホーム

建設申請をし、翌年１月には許可がおり、地域の拠点となるような施設を目指し、設計事

務所も決定します。２月に地元住民への説明会が行われ入居予定のメンバーの親全員が出

席。住民の反対もなく、３月に建設業者が決定して着工します。その間、本人・母親・家

族で食事会などで親睦を計りつつ、本人たちは「わくわく」で宿泊体験を重ねることで法

　

青

年

成

人

部
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学習会【遺言・成年後見・信託】

　

青

年

成

人

部

　

人は、今後の生活のため本人たちを知り、部

屋割りなども進めていかれたそうです。

　2013年11月「あん’ず三山木」が完成、12

月に開所の運びとなりました。入所者は、日

中同じ法人内の２事業所に通所、週末は自宅

に帰って来るという生活を過ごしておられる

とのことです。

　ショートステイは自分の部屋ではなくお客

さんの状態ですが、グループホームに入居す

るということは自分の部屋なので、自分の好

きな空間にできるので落ち着ける場所になり

ます。

　グループホーム入居に伴い、ある日突然、

生活の場が変わり、日中の仕事も変わりまし

たが、準備を十分にすることで、グループホー

ムでの生活に問題なく移行できたそうです。

それまでの通所先であった「だいご学園」は、

卒業証書を渡すことで、次へのステップとさ

れたのですが、今でも行きたいと言われるそ

うです。

　現在グループホームでのご本人の生活は、スケジュールなどの視覚支援を活用し、洗濯・

掃除などできることは自分でする、着るものなどを自分で決める（ご本人は曜日で決めて

いるらしい）、お風呂や食事の時間は自由（自然に順番が決まっているらしい）で、入居

者それぞれにあった支援が行われています。

　利用料金は、法人によって異なり、あん’ず三山木では、旅行代・食事会・おやつ・日

用品などは別途で、その他家族会会費、緊急対応基金、後援会費などを支払っておられます。

　お楽しみとして、月１回の外食、フランス料理のレストランで年数回食事、グループホー

ムでお菓子作り、年に１回１泊旅行などがあります。

　宮内さんの考えられた自立とは、誰かの助けを借りながらの生活でよい、助けを求める

ことができる、言葉でも文字でも PECS でも、相手にわかってもらえる方法があれば生

きやすくなる、余暇は大切、楽しみはたくさんあるほうがよい、一人で時間を過ごせる、

一人で移動できる（時間を見計らえる・活動から活動へ）、などをあげておられました。

　子どもに寄り添い、子どもに可能な自立した生活をと、目標から達成にいたるまでの親

御さんの熱意と、本人たち主体に法人と着実に実行された手腕が素晴らしいと思いました。

親なき後、子どもの特性やできる力によって、どのような環境でどのような援助を必要と

するかは違ってきます。今回のお話もその参考にしながら、また考えていきたいと思いま

した。

　２月４日（木）「遺言・成年後見・信託」をテーマに、学習会を行いました。

　今回は、コロナ感染拡大予防対策として緊急事態宣言が発令されていたので Zoom で

のオンライン開催としました。

　講師は、７年前にも成年後見のテーマで分かりやすくお話をしていただいた、京都社会

福祉士会権利擁護センター「ぱあとなあ京都」の河上高志氏にお願いしました。参加者は

17人でした。

　事前準備として参加者のニーズを知るため、このような話を聞いたことがあるかどうか

あん’ず三山木

壁にスケジュールが貼られた自室
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のアンケートと成年後見についての２種類のチェックシートに答えていただきました。

　アンケートの結果、今回の参加者の多くの方が「遺言・成年後見・信託」についてのお

話を聞かれたことがあるので、新しい情報も組み込んでくださいました。

　はじめに、今回のテーマのひとつである「遺言」についての基本的な説明をしていただ

き、「法務局で自筆証書を保管する制度」が昨年７月にできたことにより新たに注目され

ていることを知りました。

　また、事前質問での「どのような人に必要か？」の回答の時、河上氏の「金銭だけでは

なく遺された人への大切な手紙でもあるので、財産目録だけではなく、言葉も一緒に残す

のもよいのでは」というお話が心に残りました。

　「信託」については、障害のある人に確実に財産を贈与することができる特定贈与信託

を中心に話をされました。特別障害者は6000万円を限度として非課税で、銀行側の信託の

報酬は預けた金額によりますが、報酬を取っていない信託銀行もあるとのことです。

　今回の学習会でのメインテーマである「成年後見」のお話は、まずチェックシートの結

果から始まりました。

【あなたのお子さんに成年後見は必要でしょうか？】では「必要あり」「必要なし」「おす

すめする」の三通りの結果になりました。

【あなたの後見人適正チェック】の結果は「慎重に」「後見人になるべきではない」「第三

者をつけるべき」など親にとっては少し厳しいようですが、本当の意味で障害のある人自

身の財産と権利を尊重できるための内容になっていました。

　「成年後見制度」には「法定後見」と「任意後見」の２種類があります。

　さらに、「法定後見」は本人の判断能力により「補助」「保佐」「後見」の三類型に分け

られます。

　「法定後見」を申請するには本人・父母・配偶者・４親等内の親族・市町村長の誰かで、

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。

　制度利用の費用については、管理する財産の額や親族か否か、後見事務の難易度、作業

量のほか、本人の負担能力を考えて決まります。市町村によりますが、低所得の人に対し

て、申立費用や後見人などへの報酬を補助する制度として成年後見制度利用支援事業があ

ります。

　私たち親にとって最も大切なことは、どなたに後見人になっていただくかだと思います。

申し立てのときに候補者を書くことはできますが、実際に後見人を選任するのは家庭裁判

所です。きょうだい、親族も後見人になるのは可能ですが選任されにくいようです。一方

第三者後見人（親族ではない人、専門職など）の場合は候補名を書くと選任されやすいと

のことです。

　後見人のお話のなかで特に印象的だったのは、後見人が本人の希望することをどのよう

に捉えるかなどの、後見人の倫理観についてでした。

　一般的な倫理観では理解することが難しい自閉スペクトラム症の人たちのことを適切に

理解し、寄り添った支援をしていただくためには、親として本人のこと（こだわり、その

　

青

年

成

人

部

　

他の障害特性など）を伝えられる間にあらかじめ後見人を選任

しておくことの大切さを感じました。

　とはいえ、現状の法定後見制度は一度利用すると、後見人を

辞めることや交代も難しい制度となっているため、子どもの後

見人を選任する時期の難しさもあります。

　「任意後見」は判断力のある時に、任意後見受任者を決めて

おき、判断力がなくなったら後見監督人のもと、財産管理、身
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上保護を契約通りにしてもらう制度です。

　任意後見は代理権のみですが、してほしいことを自由に決められるので、私たち親が契

約しておくことで親なきあとの子どものことを頼んでおくことができます。

　「成年後見」には、まだまだ利用しにくいところがありますが、制度の運用の改善や権

利擁護の地域ネットワーク作りなどが盛りこまれた「利用促進基本計画」で、今後、利用

者がメリットを実感できる制度に変わり、障害のある人たちの財産と権利を守り、意思決

定支援ができる制度になっていくことを願っています。

　今回の学習会では専門的な内容が多いにもかかわらず、河上氏には事例を挙げながらユー

モアを交えてやさしくお話しをしていただき、「成年後見」の必要性と現状を知ることが

でき、親として事前に準備するべきことと制度を利用するためのヒントを得ることができ

ました。

　学習会のためにたくさんの準備をしてくださった河上氏、そして、ご参加いただいた皆

さまありがとうございました。

　コロナ禍に見舞われた2020年度、高機能・アスペルガー部では、９月から計６回予定し

ていた保護者交流会をすべて Zoom でのオンラインに切り替えました。役員会で Zoom

会議を経験したことを糧にして始めましたが、こわごわの決断でした。

　ホームページにあげた初回の報告を交えてご紹介します。

＊　＊　＊　＊　＊

　９月11日（金）10：00～12：00 Zoom での初交流会を開催しました。小学校６年生から

37歳のお子さんのお母さん10人が集まりました。

　事前にスムーズな招待の仕方や注意事項など、念入りに確認し、当日はみなさん無事時

間通りにログインすることができました。出張移動の新幹線の中から参加される方もあり

ましたし（イヤホンで視聴のみ）、お子さん（本人）が在宅のご家庭も多く、パソコンを持っ

て家の中を移動したり、「本人が出かけました！」とお母さんの声が急にはずんだり、

Zoomならではの交流会となりました。（初回の９／11の様子・ホームページより）

　高機能・アスペルガー部が日ごろ交流会で心掛けてきたことは、参加した人全員が心置

きなく近況報告することです（部員役員も親の一人として話す時間をいただいています）。

話をしたくないときは聴くだけでもオーケー、辛くなれば中途退室もオーケーです。まず

は聴くことに徹し、ひとの話に割って入らない。全員の近況や悩みをじっくりお聴きした

後、そこで語られたいくつかのテーマでフリートークします。進学、就労移行支援、就活、

きょうだい、発達障害女子あるある、共感、質問などです。（※ここで聞いた話は他言無用、

録音、撮影も禁止というルールの下で行います。）

　これまでの互いの顔を見回しながら、うなずき合いながらの交流会が、果たして Zoomで

どのようになるのか心配だったのですが、思っていたよりずっと自然な運びとなりました。

　対面の交流会では、会が始まる前に飲み物を準備しながら、ご無沙汰の挨拶を交わした

り、会が終わった後いつまでも名残惜しく、いくつかのグループになって話をしたり情報

交換したりという光景が見られました。そういう意味では Zoom 交流会は少しの寂しさ

もありますが、それでも「出会えた」感は電話や LINE やメールと比べようもなく、こ

のような形でも一堂に会することができることは、ちょっとした感動でした。
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2021年
１月11日（月/祝）　京親協はたちを祝うつどい

 〈京都テルサ〉

　　13日　京都インクルーシブ教育を考える会

との懇談会 〈ハートピア京都〉

　　14日　青年成人部学習会

 《Zoomでのオンライン開催》

ホームページ委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　19日　役員会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　20日　高機能・アスペルガー部ほっこりタ

イム、部会

 《Zoomでのオンライン開催》

　　21日　京都府発達障害関係団体連絡会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　22日　編集部会議 〈事務所〉

　　24日　高機能・アスペルガー部会議

 《Zoomでのオンライン開催》

音楽活動「The BEAT」 ⇒中止

　　26日　京都障害児者親の会協議会　役員・

リーダー等研修　第３回　⇒中止

　　27日　（福）京都総合福祉協会人権研修

 〈北山ふれあいセンター〉

《Zoomでのオンラインとの併用で

 開催》

　　28日　幼児学齢部学習会　⇒中止

幼児学齢部会議

 《Zoomでのオンライン会議》

京都市障害者相談員（発達）連絡会

 ⇒中止

　　30日　京都市障害者相談員全体研修会

 ⇒延期

２月１日　青年成人部学習会打ち合わせ

 《Zoomでのオンライン開催》

　　３日　子育てほっとタイム　⇒中止

　　４日　青年成人部学習会・部会議

 《Zoomでのオンライン開催》

　　７日　青年成人部レクリエーション

「Kirala」 ⇒中止

　　12日　京都障害児者親の会協議会役員会・

理事会 〈北山ふれあいセンター〉

　　15日　高機能・アスペルガー部交流会、部

会議 《Zoomでのオンライン開催》

●役員会の活動報告  

　高機能・アスペルガー部は交流会をとても大事にしているのですが、それには訳があり

ます。私たちはわが子を理解するために、たくさんの本を読み講演会を聴き、当事者の話

に耳を傾けます。にもかかわらず、次々起きてくる問題に対処するとき、子どもにとって

よかれと思ってしたことが、実は的外れであるばかりか迷惑行為になっている、子の生き

づらさを助長してしまう、子どもの態度や表現を読み間違うということが多々あります。

目の前のことに必死で自分では気づけないのです。そんな時、交流会で他の人の悩みをお

聴きしたり自分の近況を話すなかで、不思議に本で読んだり講演会で学んだことの意味が

リンクして「腑に落ちる」経験をします。「あ！あれって、このことだったのか！」「え？

この人の話、わが家のこれと一緒？」「わぁ～、私やらかしていたのね」という具合に。

その気づきが本当に大きいのです。そして、「やらかした」ために背負う羽目になったつ

らさや、頭でわかっていても現実がついていかない苦しさは、同じようなタイプの子を持

つ親同士だからこそ深く理解し合え、あたたかく励まされます。そんなわけで、私たちは

交流会をとても大事にしています。何年も前に教わった話が、リアルなこととして、わが

家の問題とつながり、当事者であるわが子のことに気がつける、そんな交流会でありたい

と常々思っています。今回 Zoom 交流会にトライしたわけですが、リモートであっても、

この大事な部分は外さずにできることを実感しました。
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　今回は交流会について書かせていただきましたが、

昨年11月にきょうだい部との共催で「きょうだい」

についての学習会も Zoom で行いました。それも

とても好評でした。

　今後もみなさんに喜んでいただける学習会を知恵

を絞って企画しつつ、この交流会のスタイルは続け

ていけたらと役員部員みんなで話し合っています。
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✎✎ 編　集　後　記 ✎✎

　コロナ禍の中、今年も桜が美しく咲きました。年ごとに早くなる開花に地球の温暖化を実感

します。決して楽観できないこれから先に、高齢者や障害者をはじめ支援を必要とする人は今

後も増え続けるでしょう。多くの人は、支援の必要な人を助けたいと思っているでしょうし、

身近な人ならなおさらです。でもまず、支える側の人が周囲に理解され、守られることが大切

ではないのか？今回の特集で、支える人にも支えられる人にも、もっと社会の理解が深まるこ

とが必要だと考えさせられました。

　　16日　役員会 《事務所と Zoomでの

 オンライン会議》

三役会議 〈事務所〉

　　17日　専門部会議

 《Zoomでのオンライン会議》

　　18日　青年成人部会議

 《Zoomでのオンライン会議》

ホームページ委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　20日　音楽活動「The BEAT」

 〈東山青少年活動センター〉 ⇒中止

　　24日　発送作業

　　25日　発送作業

　　26日　発送作業

　　27日　NPO法人あすく理事会

 《Zoomでのオンライン会議》

３月７日　青年成人部レクリエーション

「Kirala」

 〈京都市南青少年活動センター〉

京都市障害者相談員全体研修会

 ⇒中止

　　８日　「BEAM140号」発行

　　10日　高機能・アスペルガー部交流会、部

会議 《Zoomでのオンライン開催》

　　11日　青年成人部学習会

 《Zoomでのオンライン開催》

三役会議

 《Zoomでのオンライン会議》

　　12日　高機能自閉症・アスペルガー症候群

セミナー実行委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　13日　音楽活動「The BEAT」

 〈東山青少年活動センター〉

　　15日　京都総合福祉会理事会

 〈北山ふれあいセンター〉

　　17日　京都市障害者施策推進審議会

 〈京都テルサ〉

　　18日　役員会 《事務所と Zoomでの

 オンライン会議》

ホームページ委員会

 《Zoomでのオンライン会議》

　　22日　京都市障害児通所事業所選定部会

　　23日　京都市市営保育所移管先選定部会打

ち合わせ

　　24日　京都総合福祉協会評議員会

 〈北山ふれあいセンター〉

京都市市営保育所移管先選定部会

京都市障害者自立支援協議会権利擁

護部会

　　26日　NPO 法人あすく理事と職員の懇談

会 〈ハートピア京都〉

　　28日　青年成人部レクリエーション

「Kirala」

 〈京都市南青少年活動センター〉

音楽活動「The BEAT」

 〈東山青少年活動センター〉

　　31日　京都障害児者親の会協議会　臨時役

員会 〈北山ふれあいセンター〉

募集しています
編集部では「新型コロナウイルス感染症にまつわる体験やエピソード」などの投稿
を募集しています。どんなことでも結構です。皆さまからの投稿をお待ちしていま
す。

BEAMの表紙を飾る作品も募集しています。

TEL：075-813-5156　FAX：075-813-5157
メール：askyoto＠shirt.ocn.ne.jp
住所：〒602-8144 京都市上京区丸太町通黒門東入ル藁屋町536-1 元待賢小学校３Ｆ

京都府自閉症協会事務局宛
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発行人　関西障害者定期刊行物協会　〒543-0015　大阪市天王寺区真田山町2-2　東興ビル４Ｆ

編集人　京都府自閉症協会

〒602-8144　京都市上京区丸太町通黒門東入ル藁屋町536-1　元待賢小学校３Ｆ

　　TEL 075-813-5156　FAX 075-813-5157 定価　100円

★入会、住所変更、書籍の購入・ＤＶＤ貸し出しなどのお申し込み、表紙の作品の応募、

各種お問い合わせは、事務局の宮内までご連絡ください。

事務所　ＴＥＬ 075-813-5156　ＦＡＸ 075-813-5157　E-mail：askyoto＠shirt.ocn.ne.jp

 ※正会員のメーリングリストの新規登録・変更は E-mailでお願いします。

会費の納入について 新年度分の会費納入をお願いいたします

・正会員
年額　12,000円（月額1,000円）

（日本自閉症協会年会費2,200円および機関紙購読料を含む）

年度途中でご入会の場合は、入会月から翌３月

までの会費を納入してください。

振込先：01000-6-40300

日本自閉症協会 京都府支部

・賛助会員

個人年会費（4月～翌3月）　3,000円
（日本自閉症協会年会費1,500円および機関紙購読料を含む）

団体年会費（4月～翌3月）10,000円
（日本自閉症協会年会費5,000円および機関紙購読料を含む）

※郵便振替払込請求書兼受領証をもって領収証にかえさせていただきます。

※京都府自閉症協会は、入会金はいただいておりません。

　日本自閉症協会発行の機関紙『いとし

ご』（年５回）、理解啓発冊子『かがやき』

（いとしご合併号年１回）などは、京都

府自閉症協会から会員の皆さまへお送り

いたします。

会員以外で『BEAM』の定期購読を希望される人は、事務所までお申し込みください。

年間購読料（年３回発行）は600円（郵送料含）です。発送の際に、振込用紙を同封し

ます。バックナンバーもありますので、事務局にお問い合わせください。

か ら編 集 部

ホームページＵＲＬ

http://as-kyoto.com/

※リニューアルしましたのでぜひご覧ください！

Ｅ-ｍａｉｌ

askyoto＠shirt.ocn.ne.jp　

「第52回　定期総会」のご案内

日時　2021年６月12日（土）13：30～15：30
場所　ハートピア京都　第４・第５会議室
内容　令和２年度事業報告および決算報告

令和３年度事業計画案および予算案審議
一般社団法人化について
役員改選の件
その他

※新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、定期総会のみの開催に致します。
※やむを得ず欠席される場合は、必ず委任状（同封の葉書）をご返送ください。
急な予定変更が予想されますので、ご了承ください。

詳
細
は
チ
ラ
シ
を
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だ
さ
い


