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津久井やまゆり園事件から2年 ― 未来に向けた希望
全国手をつなぐ育成会連合会政策センター委員／JL NEWS 編集委員長

又村

あおい

今月で、いまだに信じがたい津久井やまゆり園での

しいとされていました。そのため、いったん入所する

殺傷事件から 2 年が経ちます。

と地域生活へ移行したくても暮らしの場がなく、津久

こうした事件の常として、発生から時間を経るに従

井やまゆり園での暮らしが長くなっていたという事情

い報道される機会が減ってきました。今年の 5 月に

があります。

なって久しぶりにトップニュースで取り上げられた話

しかし、事件の後に施設機能を横浜市にある県立施

題は、津久井園舎の取り壊し。もちろん、同じ場所で

設へ移転したことで、結果的に新しい場所での暮らし

再建を進めるためには、今の施設を取り壊すしかあり

が始まりました。入所している人にとって、それまで

ません。そのことは十分に理解しつつ、事件が起きた

とは大きく異なる生活環境への戸惑いが大きかったこ

事実は永久に消えることなく、社会に、地域に、支援

とは想像に難くありませんが、他方で「今までとは違

者に、家族に、そして何より本人に有形無形の影響を

う暮らし」を実感した人も多かったことでしょう。
また、施設の再建に関する議論が本格化するにつれ

与え続けることも忘れてはなりません。

て、県内のグループホーム運営法人から、入所してい

そのような中で、未来に向けて希望を感じさせる動
きも見えてきました。

る人の受け入れが表明されるようになりました。さら

一つは、先述の津久井園舎の建替を含む、新たな暮

に、人数は少ないものの、ヘルパーサービスを活用し

らしの選択肢が整備されてきたこと、もう一つは、そ

て地域生活をスタートした人も現れているようです。

うした暮らしの場を選び取るための「意思決定支援」

このように、これまでは「自宅か入所か」という二者

が実践されることです。

択一に近かった状況は、前向きな意味で大きく変わり

新たな暮らしの選択肢という点では、事件をきっか

つつあります。事件がこうした動きの背景にあるとし

けにして「入所施設ではない暮らしぶり」が提示され

ても、これが全県・全国へ広がっていくとすれば、そ

るようになったことが挙げられます。津久井やまゆり

れは未来に向けた希望となります。

園に入所している人は、いわゆる「重度障害」が中心

もう一つの「意思決定支援」とは、2013（平成 25）

であり、自宅以外では入所施設でないと受け入れが難

年に施行された障害者総合支援法で規定されたもの
1
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で、知的・発達障害を中心とする、自らの意思を決め

さまざまな実践は、たとえ障害が重度であっても暮ら

ることに困難を有する人への支援を指し、いわゆる重

しぶりの選択肢を自らの意思で選び取っていくという、

度障害とされる人であっても必ず意思はあることを前

障害福祉施策の理念であるノーマライゼーション、い

提として、意思の形成、決定、表出（あるいは実現）

わば「当たり前」を実現するための取り組みであると

を支援することです。国からは、意思決定支援を具体

いえます。この流れが広がって、
「当たり前を実現する

的に進めていくため、障害福祉サービスの支援現場で

ための取り組み」が全国どこでも当たり前になってい

活用することを想定したガイドライン（※）が示され

くとすれば、未来に向けた大きな希望となるでしょう。
そして、未来に向けた希望はもう一つあります。そ

ています。
今回、やまゆり園に入所している人たちが暮らしの

れが「そのままでいること」の支援を、本気で地域展

場を選択するための意思決定支援が、このガイドライン

開している方々の存在が注目されるようになったこと

を使って行われることとなりました。これだけ大規模

です。

に、しかもほぼ全員を対象として実施されるのは、お

今月号の特集では、そうした取り組みの一端をご紹

そらく全国初となります。先述のとおり、津久井やまゆ

介したいと思います。昨年 7 月号特集のタイトルに込

り園に入所している人の多くはいわゆる重度障害とさ

めた「決して忘れず、前に進む」を具現化する 1 つの

れていますから、逆にいえば今回の取り組みは意思決

動きとしてご覧いただければ幸いです。

定支援の実践を全国に広めることにもつながります。

※意思決定支援ガイドライン

このように、事件そのものは取り返しのつかない許

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-

しがたいものでしたが、事件を受けて展開されている

Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000159854.pdf

障害福祉から世界を変えるということ
生活介護事業所「カプカプ」 所長

鈴木 励滋
できます。でも、それではなんにも変わらない。息子さ

はじめに

んを残していく最期のお母さんのお気持ちや頼みの綱
大きな地震があった年の暮れ、カプカプのある横浜

を失った息子さんの心細さを想うと、お二人にわずか

市旭区で、重度の障害がある方の「孤立死」が起こっ

でも報いるためにも、旭区の障害福祉のつながりの中

てしまいました。もともと母子の二人暮らし、身の回

で、
これから何ができるのかを問われている気がします。

りのことを一手に担っていたお母さまが突然死され、

けれども、そもそも障害があることで肩身が狭い思

残された 40 代の息子さんもしばらくして亡くなると

いをするのは「する側」の問題ではなく、わたしたち
「さ

いう、とてもショックな出来事でした。その上、周囲

せている側」の社会に蔓延している、差異への不寛容

の関係者を非難するような心ない報道もあり、地域の

な空気のせいではないでしょうか。誰かのせいにして

方たちも深く傷ついたそうです。

放っておくと、不寛容な空気はどんどん濃くなってい
き、やがて自分も息苦しくなることでしょう。

通所先や民生委員さんたちを無責任に非難するのは

社会の側に問題がある、というと大げさな話に聞こ

たやすいですし、誰かのせいにして他人事にすることも
2
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えるかもしれません。でも、
そんな小難しい話ではなく、

ズをはめこむのではなくて、カプカプーズ一人ひとり

障害という何らかの違いが個々人にあるとしても、そ

の味やクセを周りのみなさんに知っていただき、堪能

の違いによって不利益をこうむったり生きづらくなっ

してもらう手法として仕事は位置づけられています。

たりするのは、その人のせいではなくて社会のせいな

カプカプーズのすごさを地域の方たちに向けてプレゼ

のだという話です。その背景には、世の中で「立派な

ンする感じです。スタッフには、なんでもおもしろが

人間」と考えられる「指標」がとても限られているう

る力や柔軟な発想が求められます。
たとえば、
「左利きの子どもに興味があるんです」

えに、この国の「〇〇でなくちゃいけない」という周
囲からの圧力の強さがあるとわたしは思っています。

と会う人会う人に語りかける黒瀧勝さんは、以前いた

本稿は、そろそろ世の中の空気を入れ替えませんか

事業所ではそれを禁止されて鬱憤を爆発させていまし

という呼びかけです。なぜなら、わたしはもっと心地

た。カプカプではこれを接客のトークとしてしまいま

よい空気の中で生きていきたいからです。もっと言え

す。この 40 代のおじさんから初めて「左利きの子ど

ば、この空気をかもしているのは他でもないわたしで

も〜」と語りかけられたらビックリしちゃうかもしれ

もあるからです。そしてこれは、同じ区で活動してい

ませんが、そこをうちの凄腕スタッフたちは見逃しま

たのに何もできなかったあの親子へ向けてだけでなく、

せん。すかさず会話にまざって「ちょっと研究をして

2 年前、あんなとんでもないことをするまでにこの空

まして」とかなんとか言葉をはさむと、
「問題行動」で

気が追い込んでしまった、彼への応答でもあります。

はなく、会話のきっかけとなるのです。話したくて仕
方ない黒瀧さんのインスタントカメラのような似顔絵
「クロタキ・ポラロイド」
（一枚 300 円）は、対話が主

カプカプでの日々のこと

目的で描くのはササッと、あれこれ個人情報を聞き出
横浜市旭区の UR 西ひかりが丘団地の商店街に「喫

される奇妙な時間をお客さんは楽しんでおられます。

茶カプカプ」と「工房カプカプ」はあります。1997

喫茶の奥にある座敷では、人気商品「ノモトのバケ

年に地域作業所カプカプとしてスタートし、翌年に喫

ツ」などの刺繍をしている野元さんの横で、最首星子

茶を開店、今年で開店 20 周年を迎えます。隣接する

さんが横になり時おり「ガーガー」と声を出したり、

市営ひかりが丘団地とあわせて 3000 世帯を超えるこ

立ち上がって店内の音楽に合わせてカラダをゆすった

のエリアの高齢化率は 4 割以上で、外国籍の住民も増

りしています。彼女は両目が見えずにいわゆる言葉も

えています。

発しませんが、人の声を聞き分けて、石川くんがいた
ら寄っていきます。そういう一人ひとりのことを伱あ

店頭には古着や食器や雑貨のリサイクル品が並び、
一見なんのお店かわからないかもしれません。入ると

らばスタッフはお客さんに語ります。得意なことだけ

たしかに喫茶店らしく客席がありますが、天井から三

ではなく、苦手なことや「こだわり」も含めて。する

角旗やらオバケの飾りがさがっていて、壁際には売り

と、「ただ寝っ転がっている人」から名前を持ったや

物かそうでないのかよくわからないものが所せましと

りとりの対象となります。

並んでいます。そんなザツゼンとした店内にちらほら

彼女がいないと、常連さんは「あれ、星子さんお休

通称カプカプーズと呼ばれるカプカプのメンバーたち

み？」と訊いてくれます。紙幅の都合でカプカプーズ

がいます。喫茶店のはす向かいにもう一店舗のカプカ

を全員紹介できないのがザンネンですが（ぜひ実際に

プ。こちらは製菓の厨房と直売店「工房カプカプ」で、

カプカプにいらしてご体験ください！）
、常連さんたち

奥側にあるアトリエで描いたり作ったりしています。

はカプカプーズたちに会うのを楽しみに来店されます。

カプカプーズはその日はたらきたい場所でそれぞれ

それもこれも、クセのあるワインの楽しみ方を巧みに

の仕事をしています。
カプカプでは、
仕事にカプカプー

伝えて虜にさせてしまうソムリエのように、カプカプー
3
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ズの魅力を日々たゆまず伝えつづけてくれるスタッフ

障害福祉の現場で「利用者をまもる」というと、え

たちのおかげです。カプカプでは存在すること／その

てして「囲い込み」という発想になります。災害が起

ままでいることが仕事ですが、けっしてそのまま放っ

こった際に、所属している人たちを丸抱えで守るとい

たらかしにしていればいいというわけではありません。

う、もちろん善意からの発想でしょう。でも、ほんと

「障害者」「高齢者」「外国人」みたいな一般名詞で

うにカプカプーズがどこにいても守られるためには、

なく、それぞれが名前（固有名）を持った人としてや

「困ったら助けてくれる人がいる」というひかりが丘

りとりする。
そのためには、
こちらのことを伝えて判っ

の実践を旭区、そして横浜市へと拡げていくことが大

てほしいというだけではなかなかうまくいきません。

事だと考えるのです。その先に、何かが違うからといっ

たとえば、喫茶カプカプのご利用でもらえるスタン

て排除されることなどない世界が、きっとあります。

プカードがあり、すぐになくしちゃう人も多いので、
お預かりするようになりました。スタッフはカードを

植松さんへ福祉の現場から応えなくてはならないこと

お預かりする際に伺ったお名前でお客さんを呼びま
す。すると、お客さんもスタッフやカプカプーズを名

だからこそ、津久井やまゆり園の事件は、わたしに

前で呼ぼうとしてくれます。名前を覚えると、次第に

とって大きな衝撃であるとともに、深い落胆でもあり

相手に関心を持つようになります。

ました。ここまで記してきた、世の中の尺度に合わせ

一歩踏み込むと、お客さんそれぞれが抱えているい

るのではなく、それぞれの差異をそのままにどこまで

ろんなことが見えてきます。単にカプカプーズの「弱

肯定できるのかというわたしたちの模索なんて、同じ

さ」を知って助けてほしいというのではなく、わたし

県内にも全く届いていないのだと痛感したわけです。

も含めて誰にでもある弱さやしんどさを認め合えるよ

わたしには無関係だと自分を棚に上げて、彼の異常

うな関係ができるとよいと思います。そんな関係の先

性を非難すれば気も楽でしょう。ただ、それでは世界

に、カプカプーズがそれぞれの暮らす地域でも守られ

はなんにも変わらず、またいずれ同じようなことが起

る世の中があるのではないかという予感があります。

きてしまいます。もうだれも殺されてほしくはなく、
けっして誰にも殺させたくもないのです。だから、彼
や彼のように追い詰められている人たちへの応答とし

ひかりが丘地域のネットワーク

て、「しあわせ」について考えてみたいと思います。
なにか困りごとがあったら、どこかに駆け込めばな

彼はしあわせを「時間とお金」だと言っていますが、

んとかしてもらえる地域のネットワークを夢に見てい

そのような価値観の人の言う「役に立つ／立たない」

ます。カプカプのあるひかりが丘団地には「横浜市ひ

は、せいぜい生産性や作業効率の話に過ぎません。

かりが丘地域ケアプラザ」という地域包括支援セン

わたしにはこの国で、時間を「ムダ」にしないよう

ターも内包する地域福祉・保健拠点があります。こち

に効率的に稼いでいる人たちが、けっしてしあわせそ

らにも喫茶カプカプの支店があるご縁で、「おせっか

うには見えないのです。「競争社会」で他人を蹴落と

いとおたがいさま」を掲げて、地域の困りごとに対応

しつづける。利益にならない助け合いなどムダとされ、

する連携にわたしたちも加えてもらっています。

些細なミスでも「自己責任」と切り捨てられる……。

ひかりが丘ケアプラザのケアマネジャーさんたち

また彼は、「意思疎通ができない人」を不幸な存在

は、訪問したご家庭に障害がある方がひきこもってい

と決めつけて犯行に及んだようですが、わたしたち福

ると、わたしのところにつないでくださいます。うち

祉の現場にいる者が彼の偏見にきちんと反論できてい

でも高齢の常連さんの様子に変化が現れると下山所長

るのか疑問です。冒頭に記したように狭い尺度で描い

や主任ケアマネジャーの川上さんに相談します。

た「立派な人間像」を信じ込んでいる世の中で、この
4
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期に及んでまだ現場のわたしたちも、それ以外の在り

う話です。ただし、革命のような荒唐無稽なことでは

方を想像もできていないのではないでしょうか。
「軽度」

なく、一人ひとりの地味で地道な営みから、世の中の
「しあわせ」をもっと多様にしていくという話です。

の人にはそんな目標に近づけるような訓練を、
「重度」

ちなみに、
「福」「祉」という漢字にはどちらも「し

の人には世の主流の人たちに少しでも迷惑をかけない

あわせ」という意味があるといいます。

ような訓練を、させるのが障害福祉の役割だと思い込
んでいるのだとしたら、根っこにあるのは彼の偏見と
通ずる考え方です。それでは反論できないわけです。

おわりに―これから仕掛けようとしていること

「意思疎通できないのは不幸」というのは、この世
界の主流である言葉や論理を解する人たちの傲慢な理

では、福祉の現場において、このような「理屈」を

屈で、わたしたちの方が言葉や理屈でないやりとりを

いかに日々の振る舞いとしていくのか。仲間を増やし

知覚する能力が劣っているだけなのかもしれません。

魅力的な実践を模索する取り組みを、最後に二つ紹介

今はまだわたしたちには評価できていないからといっ

します。
これまでは「高齢者／障害者疑似体験」のように、

て、無価値／無意味とは決めつけられるはずはないの

できない人たちをいかに助けるかという「啓発」に終

です。
だからこれは、話せなく「ても」生きられる／生き

始しかねなかった福祉教育。もっと違う形はないかと

ていてよい、という「倫理観」や「寛容性」の話では

のご相談を旭区社協の方から受け、実際に障害がある

ありません。なんで差異があることでかくも理不尽な

方たちにご自身の話をしてもらう取り組みを始めまし

仕打ちを受けなくてはならないのか？

それを問いつ

た。オーダーを受けた学校の校区にある障害福祉事業

づけ、その先にある今までにない価値観や、これまで

所に依頼して、スタッフとメンバーの方たちに出向い

感じられたことのないしあわせをともに探る、わたし

てもらいます。近くてもつながりのなかった学校と福

たちの可能性の問題なのです。そう、“ わたしたちの ”

祉事業所が、これを機に関係を築ければという試みで

です。一部のマイノリティへ同情や共感をするという

す。さらに、周りの人と異なることでしんどい思いを

のではなくて、
わたしの中にもあるマイノリティ性
（何

している生徒さんが少しでも楽になるよう、「違って

かが異なることによるわたしにもある生きづらさ）を

いても大丈夫」だと伝えられたらよいと思っています。

緩められる新しい価値観を追求することが、
「生産性」

またカプカプでは、音を通じて人と人との関係を組

やら「作業効率」といった乏しい尺度しかない窮屈な

み直しているアサダワタルさんとのワークショップが

世界の空気を入れ替えるためには欠かせないのです。

始まります。ネット配信も視野に入れた「ラジオカプ

言葉や論理を解するわたしたちの優位性はそれほど

カプ（仮）
」
。すでに 5 年以上積み重ねてきている新井

までに絶対的なのか、根拠などあるのかという疑いを

英夫一座のみなさんのダンスワークショップとミロコ

前提にしないと、いかに丁寧に寄り添ったところで「意

マチコさんの創作ワークショップとも響きあって、ま

思決定支援」はできないのではないかとも思います。

だまだ秘められているカプカプーズの味わいが発信さ

「合理的配慮」とか「意思決定支援」という器に魂を込

れていくことでしょう。それによって、じわじわと世

められるのはきっと、
「わからない」のを相手ではなく

界の価値観を揺さぶっていくのを楽しみにしています。

自分のせいだと感覚できる人たちに違いありません。

わたしにとってかけがえのない同僚であるカプカ

あの親子や彼らへの応答として、わたしたちは、他

プーズの一人ひとりが、
「居てもよい」ではなく、居て

人ごととせず自分の問題として、世界を変えるために

もらわないと困るんだということを、あの手この手を

何ができるのか。これは単に障害福祉の世界を変える

使ってもっともっと見せつけてまいります。何かが違っ

という話ではなく、障害福祉から世界を変える、とい

たとしても、生きづらくなる人のない世界に向けて。
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