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嗽 
３月３０日（日）に春恒例の「お花見レク」を行いました。「またあそこに行くの？」との声もあるなか今年も淀競馬場へ！すで 

に満開！！でも真冬並みの寒さに加え昼前から無情の雨・・・。“藤田先生の陽春馬券講座”のプリントもあり結構盛り上がり 

ました！ お花見の歴史とともに、笑顔いっぱいの写真もご覧くださいネ！ 

お花見は…奈良時代 に 

貴族の行事として楽しま 

れたのがはじまりと言われ 

ています。当時は中国 

から伝来した 

“梅”が鑑賞され 

ていました。 

「桜切る馬鹿 梅切らぬ馬鹿」とは 
昔から云われていますが、桜の枝が川面 
まで垂れ下がっているのは、まさに京都 
の春の風景。私は大好きです。 編集長 

安土桃山時代 は 

貴族から武家階級へ広まり 

ました。この時代を飾る最大の出来 

事は、豊臣秀吉が伏見の醍醐寺で 

行った「醍醐の花見」です。 

平安時代 になると 

“桜”が楽しまれるようにな 

りました。「古今和歌集」に 

は、春の歌 134 首のうち、 

ほとんどサクラの歌 

となってています。 

世の中に たえて桜の なかりせば 
春の心は のどけからまし （在原業平） 

そして江戸時代 には 

この風習が庶民に広まり 

ました。八代将軍徳川吉 

宗が、江戸の各地に桜を 

植えさせ、花見を奨励した 

からといわれて 

います。 

醍醐寺の桜



障害者とのかかわりのなかで ― その８ ― 

雑 感 ～そして障がい者問題との係わりＱ＆Ａ～ 

㈱ガロア一 級建 築 事 務 所 代表取締役 
特定非営利活動法人 レスピラール花の駅 代表 

「世の中には二種類の人がいる。 既に障がいを持っている人と、これから障がいを持つかも知れ 

ない人だ」という言い方があるそうです。 

人は誰でも老いていき、病気や怪我などによって障がいを負う可能性があります。私事で申し 

訳ないですが、年齢も６５歳に近づいた今日、一見元気そうに見え、人からも元気やなぁ！と言 

われますが、自分の体をチェックすると、頭の悪いのは生まれつきどうしようもありませんが、 

人の名前など物忘れがひどい、両耳の耳鳴り、右耳の難聴、近眼、乱視、老眼、飛蚊症、季節の 

変わり目のアレルギー性鼻炎、時々おこる胸の痛み、右手のふるえ、虫歯が数本、ひざ関節痛、 

腰痛、便秘症、頻尿、前立腺の不調、そして水虫。頭から足先まで満身創痍。これが加齢と共に、更に病気や怪我によ 

り障がいを負う可能性があります。このように誰もが当事者として向き合わなくてはならないのです。 

私自身、障がい者問題とかかわりを持ったのは３０数年前のことになります。いい会社、いい経営者、いい経営環境 

の三つの目的をもって自主、民主の立場で中小企業の経営者で組織されている京都中小企業家同友会に入会し、 

障がい者問題を多くの経営者と共に学び理解を深めることができました。そのことが建築設計の仕事にも生かす 

ことができ、本当に良かったと思っております。 

また障がい者とのかかわりを持ちたいと 「特定非営利活動法人 レスピラール花の駅」を妻と開設し、今年で 7 年目 

になります。ここでは医療的ケアの必要な方を含む生活介護で総数１８名、一日１０～１１名の利用者とスタッフ１０名で 

毎日を精一杯送っております。 

塩谷さんにも同友会に入会をおすすめし、水を得た魚のごとく活躍の場が広がったのではないかと思い喜んでおり 

ます。これからも微力ですが、体調と相談しながらライフワークとしてやっていきたいと思う今日この頃です。 

そうそう：メタボもありました…両手で数え切れない！！ 

―― 上記も踏まえ、吉本さんに下記などについて直接お聞きしてみました ―― 

Ｑ 「障がい者問題と深く係わられた元は何ですか？」 

「当初は障がい者が通う施設や福祉用語も全くと言っていい程知りませんでした。「知りたい」、「学びたい」、と 

いうことから同友会の中に障がい者問題委員会を作ったのがきっかけです。それは単に会社経営だけでなく、社 

会に目を向けたかった、社会参加もしたい、というのが根底にありました。」 

Ｑ 「障がい者施設も大・小 幾つも設計されていますが、心がけている最大のポイントは？」 

「障がい者分野では社会福祉法人の建物施設からその他一般家庭のような建物の設計業務にも携わっています 

が、利用者の使い勝手は当然のこと、スタッフが仕事をしやすい動線などにも、配慮しながら図面化しています。」 

Ｑ 「障がい者に関し、３０年前と大きく変わったところ、ほとんど変わってないところは何ですか？」 

「１９８１年スタートの国際障がい者年が引き金になり、１０年間の最終年頃には障がい者自身が社会に出るきっかけ 

ができ、障がい者のご家族も積極的に社会に出てこられるようになりました。これが大きく変わる節目かな。その 

後は現在のとおり・・・・・変わってないのは、国の政策かなぁ！何か行き当たりばったりで・・・・・大きく法律を変えて 

も、ヘルパー不足など解消するような施策などが付いてこないしネェ！」 

Ｑ 「障がい者雇用は、こうあるべきとの持論は？」 

「大企業は比較的軽い身体障がい者のみを雇用し、重度や知的・精神障がい者などは中小企業がほとんど。大企業 

もこれらの方々も採用すべき。障がい者雇用もいろんな障がい者を雇用するところに本来意義があるのです。」 

※ 「特定非営利活動法人 レスピラール花の駅」については追って奥様に詳しくご紹介いただきます。 

吉本さんと私とは、もともと設計士と建築会社社員の間柄。今も、机上でドアの付け方など考えているから、障害者の 
おられる建物に魂が入ってないと言うようなことをお話されたのを思い出す。その後、いろんなことを確認に行き、中 

小企業家同友会の障害者問題委員会でご活躍されていたことも知り、氏を通して、私もここに入会させていただき、 
現在も頑張っています。 企業のなかで障害者雇用が、どれほど他の社員に良い影響を与えてきたかは、氏が多くの 
障害者雇用企業への訪問のなかから、実体験として今も説得力のある発言などもされています。 
またそういう観点からか、奥様・やよひ様とご一緒に「特定非営利活動法人 レスピラール花の駅」も開設されておられ、 
これについては、追って奥様にも登場していただく予定です。また当初「ゆうりんの家」がＮＰＯ法人取得に際して、真っ 
先に諸々の事項を確認させてもらった先輩でもあります。ちょっと新しい試みも含め、感じ取ってください。 （塩谷） 

吉 本 武 市



スタッフ紹介 
［編集長より］ 
女性スタッフの紹介は久しぶり。振り 
返ると第１３号の村上さん・竹内さん 
以来。毎号１名ずつでも紹介できれ 
ばと意気込んでいたものの、結局前 
号では紹介できず…。うーん、思う 
ようにはいきません。でも“福祉輸送 
部から最低１名”という目標は達成？ 
「何を言ってるの？状況は刻々と変 
化しているんですよ！」という声が 
聞こえてきそう？？ 次号ではヘ 
ルパースタッフを紹介したいナ！ 

〈MY ROOM〉 藤 木 雅 博 
どうもこんにちは。ゴールデンウィークは終わりましたが、皆さんはどの様に過ごされたんでしょうか？スポーツ観戦・映 
画・遊園地・ライブ鑑賞 etc．．．色々とイベント事があったと思いますが、どこも人ごみで疲れた人もおられたんじゃないか 
と思います。ちなみに僕はフツーーーに仕事をしてました。あ、そうそう、知ってる人も当然いてはると思うんですけども、 
来年はゴールデンウィークが 2 回あるんですよ。１回は当然５月なんですけど、９月にもう１回来るんです。何年か前の祝日 
改正法で、９月の敬老の日（第３月曜）と秋分の日（２３日）の兼ね合いがあり、来年は第３月曜が９月２１日で２３日が秋分の日 
です。そして祝日に挟まれた「国民の休日」が適用され、それが２２日（火曜）になります。ここまで書くともうわかって頂け 
ると思いますが、敬老の日の前日は２０日（日曜）ですね。休む人は土曜から休むんでしょうねえ。いやすんません、ちょっと 
羨ましいなあと思って書いただけです。まあ僕は来年もフッツーーーーに仕事してるでしょう。確実に！！はぁ．．．。 
最近 1日ゆっくり休む事がなかなか出来なくて（こないだ体調不良で 1日ゆっくり寝込んでましたが）、自分の時間を作り辛 
い状況になりつつあります。スタッフのスケジュールを作成・管理する立場にありながら、自分自身の管理は出来ていないと 
いう情けなさを痛感しますわ。やっぱり仕事ばっかりしてても駄目ですね。（＾_＾；）これは自分の為だけではなく、色んな方面 
に良い影響は無いですから。こないだ、僕が好きでいつも購入してるビジネス雑誌の中で書かれていた特集で、「好きを仕 
事にする方法」というのがありました。そこには２０～４５歳の働いてる人達へのアンケートで、私生活の人脈や趣味・余暇活 
動で身に付けた知識や技能を仕事に生かしている人ほど仕事が充実し、上司や周りからの評価が良いという結果らしいで 
す。この雑誌では、その人達の私的な趣味・活動自体が高じてほぼ仕事に展開されている成功例を書いているのですが、僕 
はあえて別のニュアンスでの捕え方をしようと思います。僕は今やっている仕事が好きです。皆さんに関わりながら、人間ら 
しく良い生活を送って貰えるように支援していける事があるからなんですが、色んな良い意味での生活の変化・刺激を皆さ 
んに提供出来ればと思ってます。でもそういう事をやっていく為には、僕自身も色んな経験をしていきたいですね。仕事以 
外での色んな付き合い・活動を出来るように少しでも時間を作って自分の中に取り入れ、皆さんのより良い人生の為に何か 
還元出来れば良いかなと考えています。当然フッッツーーーーーーー（しつこい？）に仕事は続けていきますけど。 

（残念な出来事とこれからの職場の環境を今以上に考えたい） 
ウチの事業所には現在1名の障害者（編集長）が就業しています。先月までは3名だったんですが、2名諸事情で辞める事 
になりました。その内の 1 人とは、よく事務所の外で一緒にタバコを吸いながら色んな話をしていてすごく自然に関わる 
事が出来る間柄でした。ていうか僕はそう思ってました（今でもメールでやりとりはしています）。辞めた理由については 
いくつかあり、一つは僕がどうする事も出来ない事情で、もう一つは彼が携わっていた幾つかの業務的な内容の不満・疑 
問を話していました。まあ不満や疑問というのは誰にでも何してても出てくるものなので、あって当然なんですが、問題 
は解決方法の部分ですね。僕は彼との日常の会話の中で、こういう具体的な不満や疑問についての相談は殆ど聞く事は 
ありませんでした。はっきりと話を聞いた時は彼が完全に気持ちを固めた段階で、もう一つの理由とのからみがあり、残念 
ながら了承するしかありませんでした。彼はウチに来るまでに色々な仕事をしていた事もあって経験・知識が豊富で、僕の 
知らない事を沢山教えてくれました。また彼は話題を振りまく時に、いつも笑いの要素を取り入れて話してくれるので、お 
笑い好き（なんです）の僕には楽しくて仕方なかったんです。僕もそういう話し方をするので。お互い心地良い距離感を 
持っていたので多分彼は僕には逆に相談しにくかったんだろうなと思います。色んな事を経験してきて、彼なりのプライド 
も当然あったやろうし。僕はこの事業所で皆と仕事していく中で、日常業務以外に職場の環境というのも僕なりに考えて 
るつもりで、ハード面は何とでも出来るんですが、一番はやっぱり人間関係です。これはお互い毎日の地道な積み重ねが 
無いといつまで経っても良くなりません。その中で僕は彼にも他のスタッフと同じように関わりながら（当然障害の特性は 
踏まえた上での事）、彼がスムーズに仕事に打ち込める様に見守っていたつもりだったんですが．．．。彼が言った不満や疑 
問についてだけ触れるとするなら、どこでもそうでしょうが、仕事をしているとどうしてもその人にとって不都合で理不尽 
な事が起きたりする時があります。僕もうっとおしいと思った事はしょっちゅうです。一人で解決できれば問題ないです 
が、必要な時は相談することがホンマ大事ですね。客観的な意見は必要です。その時に普段の人間関係が生きてきます。 
ただし、これは一方だけでのアクションじゃ意味がないので、両者で歩み寄らないとダメです。彼は色々葛藤したりしてど 
こかで話すきっかけを掴もうとしてたと思うんですけど、職場としての人間関係に今一つ入っていけなかったところが少 
なからずあって言えずじまいになったのかも知れません。あと、今回の事で僕ら事業所側に何の落ち度も無かったわけで 
はないと思います。受入側の立場として、みんなが働きやすい職場の環境についてもっと色んなところに目を配っていけ 
たらいいなと思いました。―ちなみに今彼は就職活動をしながら、夜は個人的な活動をしていて（内容は本人の了解を得 
て無いので書きませんが）、メールではまあ充実しているみたいです。次に勤めるところが決まったら、ここでの経験を少 
しでも生かしてもらって頑張って欲しいと思います。 

個人情報の保護により表示できません



編 集 後 記 各種ご協賛賜り 

ありがとうございます 

賛助会費 

・千幸様 ・相田様 ・平山様 

ゆうりんの家の運営は、多く 
の方々のご支援ご協力によ 
り成り立っています。 

・お花見は寒かったですね。私は競馬も負けたの 
で余計に寒さが身に凍みました。淀が続いてい 
るので、来年は違う場所も検討していきたいな。 
・私のコーナーが目線から視点へ。グレードアップ 
したかは皆さんの判断にお任せするとして、ハー 
ドルが高くなり予想どおり大苦戦。執筆をゴール 
デンウィーク前から始めたが書き上がったのは通 
信完成の直前。相変わらず閃きも遅い…。（Ｔ．Ｍ） 

・お花見が終わればゴールデンウィーク。日々業 
務に追われていると遙か昔に終わった感あり。で 
もヘルパー不足であり、どの事業所ともほとんど 
休めなかった？ 政策的に考えなければ・・・・・・・ 
・「阪神優勝」の甲子園情報にはびっくり!! どこに 
でも虎キチはいるのですネ。でも今年は本当に 
そうなりそう。関西の経済効果に良い影響を与え 
れば、福祉業界までも活気づくかな？。（Ｔ．Ｓ） 

ちょこっとバリアフリー情報 

プロ野球が開幕して早やもう２ヶ月。今年の阪神タイガースは 

開幕から絶好調！いやホンマに強い！強すぎます！ ・・・・・こうなるといいですよネ！ 

さてタイガースの本拠地「甲子園球場」２０１０年３月の完成に向け、シーズンオフにリ 

ニューアル工事が進められています。昨シーズンオフには内野スタンドなどの改修が行 

われ、それに伴い車いす席も新しくなりました。これまでの車いす席は、３塁側の一角の 

み。狭いスペースを縦列駐車のように並び、トイレなどで移動するのも一苦労。またス 

ロープの傾斜もきついなど、快適な観戦環境ではありませんでした。 

今回のリニューアルにより、３塁側だけでなく１塁側とバックネット裏にも車いす席が設置 

され、エレベーターや身障者用のトイレも完備されました。 

【料金】 グリーンシート（バックネット裏）5,000 円 アイビーシート（１塁・３塁側）3,000 円 

※車椅子利用者１名につき、介護者２名まで入場可能 

【チケット購入】 チケットぴあ：０５７０-０２-９９５９ （１０：００～２３：３０） ※自動音声認識 

【アクセス】 阪神電車「甲子園」駅下車 徒歩３分 ※甲子園駅はエスカレーターのみ 

より熱く応援するなら選手のヒッティングマーチを覚えよう！ ♪この一打にかけろぉ～♪ 

阪神タイガース応援団 － ヒッティングマーチ委員会 http://tigers-hm.net/ 

ＭＩＺＵＴＡＮＩのＳｈｉｔｅｎ ～障害者から見た自立支援法の建前と矛盾点～ 

「障害者自立支援法」が施行されてもう２年が経過しました。この法律は「障害者及び障害児がその有する能力及び 

適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができる」ために施行されました。名前からは自立を支援す 

る法律なのかと思うも「自立支援法のお陰で自立した生活が送れるようになって良かった」との声をあまり聞かず、 

「生活が苦しくなった」「遊びに行きたくてもお金がなくて行けない」との声ばかりが聞こえてきます。 

たしかに現行前の「支援費制度」の流れを受けて様々なサービスを利用しやすくなりました。しかし「支援費制度」 

と決定的に違うのは、常に“応益負担”による原則１割の利用料負担がつきまとうということ。経済的にゆとりがあ 

れば多少の負担は問題ないものの、年金のみで生活している障害者にとっては僅かな負担も死活問題になりかねませ 

ん。生活を脅かすような法律に自立を支援していると言えるのでしょうか。 

今年７月より利用料が見直され負担額が下がる人も出てきます。実際は、応益負担で徴収したお金が余りこのような 

措置が実施されたとも聞きます。現行前の「支援費制度」は利用者が急増したことで財政破綻し「自立支援法」が施 

行されました。結局は国や官僚の見通しの甘さにより障害者は振り回されています。見直しや軽減措置はありがたい 

ことですが喜んでばかりもいられません。サービスを提供する事業所は報酬単価が下がり厳しい中で運営していると 

ころも多く、質の高いサービスを得るには利用者のみならず事業所もともに共存共栄していく必要があるでしょう。 

「障害者自立支援法」では所得確保の支援として“就労支援”も謳っています。これは障害者が福祉施設を出て一般 

企業などで働けるようサポートするものであり、意欲と能力のある障害者が企業などで働けるよう支援することを目 

的としています。しかし福祉就労の施設に通う障害者は、利用料と食費の負担もさることながら工賃も下がる現状に 

嘆いています。施設側は収入源となる補助金が日割り計算となり減少するため利用者を増やすなどの対策を施してい 

ますが、利用者数に見合う職員の増員もできず、工賃を確保するための営業に力を入れたくても入れられないからで 

す。本来なら働く意欲を高める福祉就労の場に通ってもモチベーションが下がることになりかねない現状にこそ「障 

害者自立支援法」の矛盾の顕著な例があるように感じます。 

自立の形は人それぞれあると思いますが「人間らしく生き甲斐ある人生」を歩めることが大切だと思います。そのた 

めにも“生活的・経済的な自立”を支援する必要がありますが「障害者自立支援法」はその役割を果たしているので 

しょうか？将来的には「介護保険」と統合する話しも聞きます。「介護保険」は制度を利用しないことが自立と考え 

られているのに対して、「障害者自立支援法」では自立を支援していく制度であり、相反する考えを持つ２つの制度 

をどのように統合していくのでしょうか？障害者を取り巻く福祉制度の行く先は、役人や官僚の理論によって建前と 

は大きくかけ離れた矛盾だらけにならないか、注意深く見守っていく必要がありますよね。


