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佐倉市障がい者団体等連絡会と佐倉市ボランティア連絡協議会（V 連）はこれまで地

域で障がいのある人もない人もともに暮らしやすい社会を目指して共同で交流会を開

催してきました。 

 今回は、『地域でともに暮らすⅢ ～もっと理解を深めるために～』をテーマに、第

１部では、障がいのある人の生活実態や困っていることなどの発表やボランティア団

体の活動の紹介を行い、第２部ではいくつかのグループにわかれて交流を行います。 

テーマにあるように、ともに理解を深める交流の場になれば幸いです。 

 

次  第 

 

○主催者開会の挨拶 〈佐倉市障がい者団体等連絡会会長〉 

 

第１部 発表 （9：30～10:40） 

 ①精神障害者の生活と困っていること 

佐倉市精神障害者家族会「かぶらぎ会」  

 ②重症心身障害者の生活と知っていただきたいこと 

NPO 法人さくらクローバーの会    

 ③精神障害者支援のボランティア団体の活動 

ボランティア桜    

 

第２部 交流 （10:40～12:30） 

 ①趣旨説明 

（休憩・各Ｇの交流会場に移動） 

 ②各Ｇでの交流（意見交換など） 

（休憩・全体会場に移動） 

 ③各Ｇからの発表 

 

○主催者閉会の挨拶 〈佐倉市ボランティア連絡協議会会長〉 

 

主催：佐倉市障がい者団体等連絡会 

佐倉市ボランティア連絡協議会（V 連） 

後援：佐倉市 

佐倉市社会福祉協議会 
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～ 発表団体紹介 ～ 

佐倉市精神障害者家族会｢かぶらぎ会｣ 

佐倉市および近隣市町村に居住する精神障害者の家族で構成し、同じ悩みをもつ家

族が集まり、語り、励まし合い、病気に対する正しい理解と対応を学び、当事者家族

の医療・福祉の増進に努めています。毎月例会を開催（学習会・交流会）、月 2 回い

こいのひろば（ひきこもりがちな当事者・家族の憩いの場）を開催、毎月「かぶらぎ

会だより」を発行 【会員 80 名】 

ＮＰＯ法人 さくらクローバーの会 

佐倉市や四街道市などに住む重症心身障害児者の保護者で作られた会です。印旛郡

市常時医療的ケア―や福祉のサポートが必要な方々が安心して過ごすことができる

「医療と福祉が連携した地域生活支援の場」「支援システム」を作ることを目指し、

障害のある子供達の訓練やレクレーション活動を進めています。 

ボランティア桜 

私たちボランティア桜の主な活動は、精神障害者を孤立させないよう、たまり場「さ

くらんぼ」で、ゆったりと仲間や他のグループと交流できる場を提供しています。 

そこでは昼食作り、ゲームなどで過ごします。また、バス旅行や、年に一回バーべキ

ューも開催しています。 

たまり場「さくらんぼ」は、毎月第 2、第 4 火曜日 10 時～14 時半佐倉市鏑木町の

個人宅で開催しています。会員の相互理解を深め、スキルアップのため精神科の医師

を招いて、フォローアップ講習を自主開催しています。今年度はボランティアセンタ

ーの助成金事業として 10 月 13 日にきっかわクリニックの橘川清人医師をお招きして

講演会を開催しました。 

 

佐倉市障がい者団体等連絡会 

佐倉市内で活動している障がい者団体が、種別を超えて連携していくために、平成

19 年 6 月 17 日に結成されました。現在、佐倉市手をつなぐ育成会、佐倉市身体障害

者の会、佐倉市視覚障害者会、佐倉市ろう者協会、佐倉市精神障害者家族会｢かぶら

ぎ会｣、印旛地区自閉症協会佐倉支部、千葉発達障害児･者親の会｢コスモ｣佐倉グルー

プ、ＮＰＯ法人さくらクローバーの会、ＮＰＯ法人木ようの家、ＮＰＯ法人佐倉地域

精神障害者支援会ＳＳＳつばき会、手をつなぐ・さくら(支援団体) の 11 団体で構

成しています。 

平成 20 年 3 月 11 日に最初の交流会が開催されて以降、同年 12 月 16 日に第 2 回、

平成 22 年 3 月 14 日に第 3 回交流会が開催されました。今年度は第 4 回となります。 

佐倉市ボランティア連絡協議会＝Ｖ連 

佐倉市内で、ボランティア活動を行っている団体と個人で構成されています。 

運営委員会や懇談会、ボランティアのつどい等行事を通して、ボランティア同士の交

流や情報交換・協力し合うことができます。１つのグループ、１人のボランティアで

はできないことも、他のボランティアと連携することで、今までとは違う活動が可能

になります。力を合わせることで、住みやすい地域になることを願いながら、Ｖ連は

活動しています。 

～ 主催者団体 ～

～ 

２．発表団体・主催者団体紹介 

２ 



（１）精神障害者の生活と困っていること 

佐倉市精神障害者家族会「かぶらぎ会」  

 

本日はかぶらぎ会でも多い統合失調症をもつ人とその家族の生活や悩みを聞いてい

ただきたいと思います。 

私の家は、男の子２人のごく普通の共働き家庭でした。特に長男は自由な雰囲気の

高校で勉強よりは部活に熱中し、軽音楽部で友達と高校生活を満喫していました。大

学受験は見事失敗、専門学校に通うかたわら音楽とアルバイトに精を出す毎日が続い

ていました。５歳下の弟が遠くの高校で寮生活を始めると長男も家を出、アパート生

活を始めました。 

この間に長男は、精神疾患を発症し電話は通じなく（電話代滞納）、アルバイト先は

度々変わる。「どうも変」と気づき、精神科につれて行くと「しばらく通院」とのこと。

薬をもらい息子はアパートに戻ったのです。その後、息子は薬も飲まず通院もしてい

なかったのが判り、息子を自宅につれて帰り、翌日別の精神科病院につれて行きます

と「即入院」、病名は「統合失調症」とのこと。‘当時の病名’で言われ、ショックで

した。病名は知っていましたが、実際は何も知りません。面会日に主治医に会うと主

治医は「お母さん勉強しなさいよ」と言われ、看護師さんからは「家族会」を知らさ

れました。 

家族会の集まりで、先輩方の話を聞き「大変な事になった」と涙がとまりませんで

した。その後、家族会での学習会やおしゃべり会で当事者との接し方（ＳＳＴ）、障害

年金の受給のことなどを学びました。 

２ヶ月位で息子は退院しましたが、薬のせいかボーとし、幻聴は続いていたようで

す。息子１人を家に残すことは心配でした。作業所を勧めましたがいやがり、家でギ

ターやレコードを聴き、調子よい時は新宿をうろつき、時々は看護師さんの訪問を受

けていました。ある日息子は、自分から「入院したい」と言い出したので、「変だな」

とは思いつつも家に一人でいるよりは「安心かな」と思い入院させましたが、後で「幻

聴に命令され従ったのだ」とわかりました。 

12 年前に、私たち家族３人（長男と夫婦）は仕事を辞め佐倉に越してきました。早

速佐倉保健所を訪れると、かぶらぎ共同作業所を紹介され、すぐ入所させていただき

ました。そこは先輩たちが何もないところから苦労してやっと作った共同作業所だっ

たのです。息子は週３日通い始めホッとしたのも束の間「面白くない」「安すぎる」「友

達と合わない」と通所を辞めてしまいました。数名の仲間とはその後行ったり来たり

の関係が続いていました。 

調子よい時は、東京にも出かけ、友達と会ったり、飲み屋に行ったり、時々はガー

ド下で歌ったり、当時はそんな事もできていましたが････。 

ある時、長期滞在している外国で夫が「突然倒れて死亡」してしまいますと息子は

「ジワリジワリ」と病状が悪化し、私と長男との生活は厳しいものとなってきました。

時々妄想や幻覚が現れます。落ち着きをとり戻すと「お母さん、さっきはごめん、俺

だまされていたんだよ。」と謝ってくれましたが････。当時１人で通院していた新松戸

のメンタルクリニックに１人で行けなくなり、私が付き添い。しかしそれも難しくな

３ 

３．第１部 発表の記録 



り、自宅から近いメンタルクリニックにバスで通院することにしましたが、これもす

ぐダメに。不安と恐怖でとても怖く家から出られなくなり仕方なく私が薬をいただき

に行く事になりました。 

次第に私が「かぶらぎ会」に関わることをいやがり、主治医との仲を疑い、「もう病

気は治った」「薬はもう飲まない」と宣言すると急激に症状が悪化、そのスピードは速

い。夜も眠らなくなり、昼もです。とうとう強制入院となってしまいました。 

このような体験を通じて私は自分たち家族だけでは支えられない。早くから他人に

入ってもらうこと。家族は親離れ、子離れが難しく（子供が可愛そうと親は寄り添い

たくなる）これが互いに作用し悪化のもとになります。 

①まず子供の異変に気がついたらすぐ病院につれていく 

②初診で精神疾患といわれたら、なるべく早く相談・支援事業所なり、市役所、家族

会などにＳＯＳを出し、他人の支援を受けること 

この２点が家族の対応としては大事だと思います。 

（以下、資料に基づき、障害者の状況、精神障害者と家族の暮らし、医療、精神障害

の課題解決（「こころの健康推進の基本法制定」を求める署名活動）、家族会の活動等

を説明【略】） 

 

 

（２）重症心身障害者の生活と知っていただきたいこと 

NPO 法人さくらクローバーの会   

 

さくらクローバーの会は平成 16 年 10 月に四街道市にある四街道特別支援学校の重

度重複学級の卒業生、在校生の保護者によって作られました。その後、平成 21 年 11

月に NPO 法人を取得し今年で８年目を迎えます。 

主な活動内容は、体の機能維持、向上のための動作法学習会です。県の支援事業と

してＰＴによる訓練のほかフィジカルハビリテーション。宿泊学習会、その他レクリ

エーション。理解啓発活動を行っています。 

 しかし、私たちはさらに、子どもが地域とつながりながら地域の一員として、楽し

く、充実して社会参加していって欲しいと願っています。施設や病院では社会参加が

できないといっているわけではありません。もっともっと社会参加の多様な選択肢が

欲しいと願っているだけです。 

 地域福祉の時代といわれますが、重症心身障害児者が地域参加する選択肢は極めて

少ないのが現状です。例えば、医療的ケアができる生活介護事業所が重症児者の支援

をもっともっと行っていただければなどと思っていました。そう、「医療と福祉が連携

した地域生活支援の場」があれば、私たちの子どもが特別支援学校を卒業しても、夜

は施設や病院で生活し、日中は地域の生活支援事業を使い分けながらニーズに応じて

通う場を選択することができるのではないかと考えています。例えば、スヌーズレン

が楽しみたいから今日はここに、作業製品を販売するも店のお手伝い（看板娘？）を

したいから今日はあそこに、ちょっと疲れているから今日は病院でゆっくりしましょ

うといったように。 

４ 



 でも、考えてみれば重症児者の割合は社会的に見ても、また、障害福祉の対象とし

てもマイノリティーであることは間違いのない事実です。重症者の保護者や子供たち

で作った「さくらクローバーの会」だけがいくら頑張っても、このような支援が可能

になるまでには何十年かかることか。 

そこでふと考えました。四街道特別支援学校にも様々な病気を抱えている子どもた

ちがたくさんいて、そのお母さんたちは私と同じように子どもの将来がどうなるのだ

ろうかと心配し、悩んでいます。「医療と福祉の連携した地域生活支援の場」が必要な

のは、重症児者やその保護者だけではないのではないのでしょうか。難病のお母さん、

心臓病のお子さん、小児腫瘍の後遺症を抱えているお子さん。そしてまさにそれらの

病気で治療中の成人の方や精神的な病で医療的な見守りが必要な方々など。重症児者

を含めたこのような方々は、医療的、福祉的なケアが充実した場所であれば、安心し

て働いたり、余暇を楽しんだり、悩みを相談しあったりできるのではないでしょうか。 

 昔から障害者福祉の世界で保護者が当たり前のように語り続けてきた悩み、それは

「親亡き後の子どもたち」についてです。子どもたちが「生まれてきてくれてよかっ

た」「お父さん、お母さんありがとう」と感じてくれるような障害を支える、そんな地

域づくり、施設づくりは、私たち親に課せられた最後の使命であり、責任なのではな

いでしょうか。 

 このたび佐倉市にある社会福祉法人生活クラブ風の村様で重症者を対象とした生活

介護事業所を 25 年春オープンしていただけることになりました。その間、多くの方々

のご指導やご協力によるものと感謝しています。 

 ただ、通いの場ができて終わりではなく会設立当初の目標である通いの場が達成さ

れるなか、今後は在宅の方だけではなく、施設に入り地域社会参加が乏しい方々への

支援。年齢制限なしの療育支援、外出支援、医療が必要な方のケアホーム設立など行

っていきたいと思っています。「医療と福祉が連携した地域生活支援の場」が絶対に必

要であるとの目標が共有できる方々と連携し、佐倉市にぜひ理想の地域、生活の場を

作りたいと考えています。 

 そのためには地域にお住まいの方々への理解啓発が不可欠と思い「普通に生きる」

という映画の試写会をキャラバン隊で来年度は行いたいと思っています。 

映画の内容は、静岡県富士市にある生活介護事業所「でらーと」のお話です。「でら

ーと」とは、「どんなに重い障害を持っていても、本人もその家族も普通に生きてゆけ

る社会をめざす」という理念のもと、親たちの努力で、ゼロから立ち上げた重症心身

障害児のための通所施設です。重症児の多くは、嚥下障害、呼吸障害のため、日常な

介護として経管栄養、痰の吸引、酸素吸入等の医療的ケアを必要としています。その

ため、「でらーと」には生活支援員の他に看護師も常勤し、毎日、それぞれの障害や個

性に合わせたプログラムで日中活動を支援しています。 

利用者は、多くの人や地域とのかかわりの中で、社会性を身につけ、誰からも介護

ニーズにあった制度や施設づくりを行い続けてきました。いずれ親も子もそれぞれの

人生を明るく送れる地域社会づくりを目指して、「福祉の受け手から担い手となる」発

想が、親たちの未来を切り拓いてきました。映画は、２つ目の施設建設計画が持ち上

がった頃からの５年間を追います。 

５ 



 キャラバン隊の「実行委員会」に参加したいと思って下さる方がいらっしゃいまし

たらぜひご連絡ください。 

 

 

（３）精神障害者支援のボランティア団体の活動 

ボランティア桜  

 

○ボランティアグループの発足 

  心のボランティアちばの佐倉支部として平成 12 年９月にスタート。 

会員相互の研修、情報交換、関係諸機関との連絡。精神保健福祉ボランティア講

座受講後、フォローアップ講座も受講、各種講演会に参加。 

○会員、賛助会員  

会員は 12 名、賛助会員は８名、会費 1,000 円 

○たまりば「さくらんぼ」 

 月４回の保健所のデイケアが２回に減少。それを埋める形で月２回、第２、第４

（火）ＡＭ10:00～ＰＭ2:30 

 場所は一般のお宅を借りている。昼食にはリハビリを兼ねて汁物作り。 

保健所のデイケア 年４回 ヨガ体操として支援。 

○主な年間行事 

①バス旅行 ディズニーランド、九十九里浜地引網、葛西臨海公園、マザー牧場、

水郷佐原、筑波宇宙センターと牛久大仏など（平成 23 年までに実施した） 

②バーベキュー 草笛の丘 

  ････①と②に関しては、臼井、印西、栄、山武の方に声掛して合流 

 ③クリスマス会、調理実習→中央公民館、調理室一日中 

 ④初詣、お花見 

 ⑤県精神保健福祉センター主催の「心のふれあいフェスティバル」、「心の健康フェ 

  ア」春と秋に。普段接する事の出来ない方々と安心して会話を交えている様子に

うれしさを感じる。 

○講演開催  

平成 11 年 10 月に「障害者が地域で暮らしやすくする為には」という内容で     

橘川クリニック院長橘川清人さんにお話を頂いた。この講演会と地域新聞に掲載さ

れた事によって見学者問合せが有った。 

心の病について世間的な認識が未だ低い事も有るので、それぞれの地域の中で理

解を広める活動が必要。見かけでは分かりにくいこの病、特に神経が過敏に周りに

気を遣い過ぎる事がベースにある。心に不安を抱え外に向かって声を出す事が難し

い。その様な方により添い、優しい気持ちを忘れずに接していく事が必要である。 

○たまりば「さくらんぼ」 

 朝自己申告のバイタルチェック。その日の予定を相談、やってみたいグループに

分かれる。時々ピアノ演奏が昼食後のひとときを楽しませてくれる。 

                                   以上 
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 当日の参加者は 90 人でした。その内訳は、障害者団体等 28 人、Ｖ連・ボランティ

ア 33 人、市社協・地区社協 21 人、民児協５人、その他３人です（内訳は、主催者に

よる分類）。 

 第２部では、５グループに分かれて意見交換をいたしました。以下、その意見等の

概要です。 

 

【Ａグループ】 

○地域でともに暮らすとは 

・“地域で共に暮らす”とはどういう意味か？精神障害の６割はひきこもり。病院や施

設から出ることが地域で生きるということか？ひきこもり⇒家の中で安定して、本

人は安心している。 

そのことを理解して欲しい。ボランティアの人に関心をもってもらうことはあり

がたいが、精神は難しいということも承知していて欲しい。臆病にならずにボラン

ティアに参加して欲しい。 

・地域でどう対応したら良いか？ 

・イベントや季節の行事の時に、地域のボランティアさんに声をかけて参加してもら

っている。訪問看護はあるが、従事者が少なく人手不足。ヘルパーの資格がなくて

も研修を受けてもらい、理解してもらう。 

・「スマイルサービス」と「虹のサービス」という地域支援を地区社協で行っている。 

・もっともっとはなしを聞きたい、聞きたかった。 

○家族支援 

・家族支援は大事。イギリスでは医療従事者とその他の人でチームを組んで家庭訪問

をしている。家族支援に力を入れて欲しいと思っている。 

・家族の負担はどうか？ 

・家族が地域に出ていくことは難しい････偏見がある。 

・親御さんが地域で孤立しているように感じる。どのようにサポートできるか？ 

 

 

【Ｂグループ】 

○第 1 部の発表・報告の感想 

・とても重い内容の発表だったが、精神障害はどこの家族の中にでも起こりうる、他

人事ではないことを知った。 

○家族支援・交流の場 

・家族は「認めたくない」⇒｢受け止められる｣⇒｢地域と関わりを持てるようになる｣ 

・家族と、どう関わっていいのか分からないのが実態である。まず、家族と親しくな

ることが第 1 である。引きこもっている方への関わりは難しい。 

・近所の方には話してはいないが、噂で知っていると思う。当事者は他人との関わり

は苦手で、ほっといて欲しいというのが本音である。親としては当事者を残して死

ねないと感じている。 

・発症のシグナルは、ある日突然、大事件が起こって気付く。 
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 本人は、妄想、幻聴等の自覚はあるが、病気であることを認めたくない。地域との

関わりはむずかしいが、会ったら自然にあいさつをする程度で良いと思う。 

・家族として「当事者の今の状態を認めてやること」が大切だと思う。 

○地域支援・ボランティア 

・当事者に関わることだけが支援ではない。地域の方の声、支援、署名活動等が行政・

医師会を動かす力となる。 

・民生委員は、関係機関との連絡係であるが、支援を必要としている人は自主的に手

を挙げてもらうと関わりやすい。 

・眼をそむけない。冷たい視線は避ける。 

 

 

【Ｃグループ】 

○第１部の発表・報告の感想 

・精神障害の方のご家族の生のお話が聞けて良かった。 

・障害を持つお子さんのお母さん方が、元気で、明るくやる気がみなぎっている方が

多いことが、すばらしいと思う。 

・精神障害で、幻聴・幻覚は知っていたが、水の多飲症というのは、初めて知った。 

○家族支援・交流の場 

・ご家族の方が、大変な思いをされている事を知った。声をかけていただければ、何

かお手伝いできると思う。当事者だけでなく、家族の方への支援も大事。 

・ご家族の方は、24 時間気が抜けない状態。障害をもつお子さんと一時でも離れる場

所も必要。たまり場のようなところに親子で来て、同じ敷地内で別々にいられる場

所があるといい(実際は、お母さんは子供の行動が気になってしょうがない。) 

・当事者も参加できるような、交流の場を設けるのは大切。 

・たまり場のような交流の場に親も積極的に出ていかないといけないと思った。 

・親が守ってきた時代から、地域参加型になり、親自体が考えをきりかえて親が慣れ

ていかないといけないのだと思った。 

・交流する場を作る（当事者も親も地域の方も集えるような場所が必要。） 

○地域支援・ボランティア 

 ・精神障害は、統合失調症１つをとってみても、多様で、段階も様々、ボランティア

の方に支援していただくのに、セッティングしにくいのではないか。当事者は人と

の接点を嫌い、外にも出にくい。実情はなかなか難しい。 

・ボランティア桜さんのボランティアの心得として、「相手の視線の高さに合わせて」

というところに共感。対等に付き合わなければいけないと改めて思った。 

・地域参加型へ････理解してもらって････次はどうするのか？ 

制度が整わないといけない。また、近所づきあいが豊かでない現状。当事者から声

をあげてもらわないと難しい。地域で、どういう風に一緒に暮らしていけるのかを

考えなければならない。 

・顔も知らない人と、急に話せない。気軽に声かけ合える仲になるにはきっかけが必

要。→町内会の集まりに出て来てもらう。原点は隣近所。 
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・声をかけていいのか、手を出していいのか････お互いに遠慮がある。 

・地域そのもののつながりがない。新興住宅街は特にそう言える。つながっていくと

障害者も暮らしやすくなるのでは。 

・見てわかる障害、見てわからない障害、偏見もある中、実際地域の集まりに出て行

けるのか？ 

○情報 

・支援する側も支援される側も情報が届かない。会に入っていると会としては動ける

が、家から外に出て行けない人は情報がなく、個人としては動きにくい。 

・情報をどう共有するのか。⇒工夫が必要。 

・個人情報保護法がネックになって、民生委員にも情報が入ってこない現実がある。 

 

 

【Ｄグループ】 

○第１部の発表に対して 

・3 人とも勇気ある話をしてくれた。 

・かぶらぎ会の方の話を聞き、ある程度の年令になってからの発症は大変なこととわ

かった。 

・知ってもらうことが大切だが、あまり知られたくないそんな気持ちがある（かぶら

ぎ会） 

○障害について 

・障害は決して恥ずべき事ではない。勇気を持って一人でも多くの人に理解・気づい

てもらって暮らす事、条例もある。佐倉市っていいよ、温かいよと言えるよう交流

したい。 

・何にでも苦労はある。大変さを理解して頂く事が前提。少しずつでもボランティア

を含めて中に入ってもらいたい。知られたくない一面（障害者）、そこの壁を打ち破

ることが大切。 

・統合失調症は 20 歳ぐらいになって発症が多く、いい年なのに仕事もせずぶらぶらし

ていて恥ずかしい！ そこからの脱皮が大切。社会の理解も話をしないから分かっ

てもらえない。精神障害への理解も徐々に深まっている。親はどちらかというと話

したがらない。自ら話していかねばならない。 

○地域支援・ボランティア 

・ボランティア桜のたまり場はとても貴重な場。 

・民生委員は、何をしてくれるの？災害時にどうしてくれるの？してもらいたい事、

声をあげてもらいたい。これからの参考になった。 

・自閉症の娘がいる。何でも母親がやらねばならない。一か所に行けば何でも相談で

きる、情報を与えてくれる所があれば良いと思う。点ではなく線になり面になって

もらいたい。 

・ボランティアもぶっつけ本番で、尻込みせず、何をしたら良いか分からないではな

く何にでも突破口を開いてもらいたい。 

・ユーカリではサロンなどをしているが、肝心な所が抜けていると思った。もっとも

９ 



っと皆さんの生の声を聴かせてもらいたいし、家族だけでは支えらない。手を挙げ

て地域集中でやらねば。地区社協の一員としてみんなに伝えたい。 

・助けてという声を出せる人、助けられ上手になることが大事。 

・周りの地域にアピールする力がだんだん備わってきている。知られたくない気持ち

を乗り越え近所にお願いすることが大切。隣近所と信頼を深めていく。近所が大切。 

・傾聴････聴くことの重要性。良かったら話して下さいと声をかける。わずかな力が

少しずつ進んでいく。声を出せない人、相談に来ない人の声を聞く、聞けたらと思

う。 

○その他 

・税・社会保障の問題。消費税や相談どのようにしていくのか、親なき後の問題を良

く考えていかねばならなかった。 

 

 

【Ｅグループ】 

○第１部の発表に対して 

・自分はこういう場に出るのも、家族の方から話を聞くのも初めてで、病名すら知ら

ないものもあった。今回お話を聞いて、もっと勉強したいと思った。 

・家族や本人には大変なことだが、みんなに知ってもらうことが大事。知ってもらえ

ば普通のことであることがわかるからもっと発信してほしい。 

・このような、お互いの気持ちを知り合う場は有意義であり、知ること、触れ合うこ

とは第一歩だとよくわかる。これを関心のある人が核になり広げていきたい。           

○家族支援・交流の場 

・普通のお宅を利用した「さくらんぼ」のような利用しやすい場がもっと増えたらい

い。社会参加になっている。 

・アスペルガーの息子は一人で勝手にピアノを弾いているのが好きなのだが自宅以外

でピアノが弾ける場があるのはうれしい。だが、まだ支援の場が少ない。病院が少

ない。 

・家族（介助者）の息抜きはなかなか難しいが、おしゃべりが一番。同じ悩みを持つ

家庭同士が何でも話し合えたり、また近所の方の出入りがあったりすることがうれ

しい。本人にもあいさつや声かけをしてくださるのも、とてもいい。 

・自分は精神障害の当事者です。調子がよいときは特に何も思わないが、悪い時に「が

んばって」と言われるのはいやだ。配慮が欲しいと思う。自分はユーカリのたまり

場を利用しているが、スタッフの方は接し方がうまい。月に２回そこへ行くのが楽

しい。ケーキもおいしい。このような場所がもっと増えて欲しい。 

・社会参加できる場や機会を作る。高齢者の場は多くなってきたが障害者はまだまだ。

「ああしたい。こうしたい。」という願いをもち、自分たちでかなえていき、変えて

いきたい。 

・親や介助者の支援やケアもしっかり行ってほしい。 

○地域支援・ボランティア 

・障害施設にボランティアに行く前は自分に悪気はなくても相手の気持ちを傷つけて
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しまうのでは････と心配だったが、触れ合ってみたらそんな心配は全くなく、心を

開けばつながるんだ！とよくわかった。一番初めのきっかけを作ることが大切で、

その方法を広めていけば障害者の理解がもっと深まると思う。 

・障害者のいる家庭は、また働き手が障害者になったりすると、経済的に苦しい。こ

ういった問題も家族だけではなく地域で支えるようにしたい。そのためにはオープ

ンにすることが大切だ。 

・福祉研修を受けて、障害を知り合い、接して方を教わった。一番大切な事は一人の

人間としてきちんとした接し方をする事である。木の宮学園で一緒に作業をして感

じたことは、本当にみんな一生懸命にやっている。そして指導者の方は大変根気強

く対応している。そういうことを大勢の人に知ってもらいたい。 

・大変なときになかなか相談できない。 

 

以上 
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（回収 35 通） 

 

今回の交流会に対する感想・意見、今後の企画に対する提案等（主な意見、概要） 

○発表内容等 

・かぶらぎ会の方のお話はショックでした。 

・障害者の生の声が聞けて良かった（勇気ある発表に感謝します。）。 

・いろんな方からのお話が聞けて良かった。 

・予防や保護対策はあるのですか？ 

・とても難しい問題であると思いました。個々状況に応じて、対応が必要と思いまし

た。 

・精神障害を理解する輪が広がることは歓迎。 

・今までの私の知識よりもっともっと深い家族の苦しみ大変さが分かりました。皆で

もっともっと理解しなければと思いました。 

・いろいろの障害をもたれた方がおり、認識を新たにした。 

・自分の知らないことがたくさんあるので、世の中の事についてもっともっと知らな

ければならないと思いました。 

 

○交流会の進め方 

・毎回出席しているが、本日が一番活発な討論がなされた。 

・とてもよかった。身近であるので考えさせられました。 

 ・グループに分かれての意見交換が、小グループに分かれて話しやすかった。 

 ・司会進行役が話し過ぎで、短い時間なので全員が発言できなかった。 

・意見交換会の時間が少なかった。 ・第２部（交流）の時間を１時間くらいに。 

・時間が不足。特に精神に関しては細かい事も話さないと理解しにくい事が多いので

事例なども入れながら懇談した。 

・グループ分けの時、隣の声が大きく進行が難しかった。 

 

○今後の交流会 

・障害者も参加すると良いのではないでしょうか。 

・多くを知って頂くために、これからもこのような場を設けて欲しい。 

・こういう交流会をもっともっと増やして一人でも多くの人に知って頂きたい。 

・映像での説明を願う。 ・画像等を使ってアピール度を増やしたら良いのでは。 

・継続して下さい。 ・定期的に開催して下さい。 ・回数を増やしてもらいたい。 

第１部の障害者団体の発表やボランティア団体の報告は、いかがでしたでしょか？ 

 １．理解できた････21  ２．まあまあ理解できた････１３  ３．普通････ １ 

 ４．あまり理解できなかった････ 0  ５．理解できなかった････ ０ 

第 2 部のグループに分かれての意見交換は、いかがでしたでしょうか？ 

 １．役に立った････２3  ２．まあまあ役に立った････ ８  ３．普通････ ３          

 ４．あまり役に立たなかった････ 1  ５．役に立たなかった････ ０ 

資料１．交流会アンケート結果 
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○その他 

・個人情報保護法がネックとの声が大きかったが、自分も同じ様に思います。 

・地域に根ざしたボランティア活動に携わる人たちの熱意を知る機会を得て感動と感

謝です。 

・障害者とのふれあいの会を開いて欲しい。 

・地域で障害者、その家族の方々とどう共生していくか大きな課題です。 

・ボランティア活動を進める中で大変役立ちます。次回の企画を望みます。 

・ひきこもりも多種多様。病状症状にあったグループネットワークもよろしく。 

・交流会を年に２度ほど、地区社協、民児協も検討する必要を感じました。 

・１人でも多くの方に交流会を知っていただき、勇気をもって参加して欲しいと思い

ます。数を重ねることによって大きな実りになるよう願っています。 

ボランティアの方々が手をさしのべても当事者がポケットから手を出さなければ

握り合うことはできないのですから。 

社会に出るということはとても勇気がいることですが、きっと 50 人に１人、100

人に１人と気付いてくださる方がいるはずです。私自身、ほぼ“全盲”ですが、「○

○さん、●●です」と声をかけてくださいます人の数が少しずつ多くなってきたこ

とをとても嬉しく思っています。 

 

以上 
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佐倉市障がい者団体等連絡会☆佐倉市ボランティア連絡協議会 

    

 

 

 

佐倉市障がい者団体等連絡会と佐倉市ボランティア連絡協議会は、交流会を

開催してきました。この交流会を通じて、「地域で障がいのある人もない人も、

ともに暮らしやすい社会」を目指しています。  

 
内容 テーマ『地域でともに暮らすⅢ  

～もっと理解を深めるために～』        
     第 1 部 障がいのある人の生活実態や困っている事などの発表と 

         ボランティア団体の活動紹介 

発表団体：佐倉市精神障害者家族会「かぶらぎ会」 

ＮＰＯ法人さくらクローバーの会・ボランティア桜 

 

第 2 部 分科会  グループに分かれての話し合い 

全体会 グループ発表・全体のまとめ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※問合せ・申込み先  氏名・連絡先 TEL を記入の上 
佐倉市ボランティア連絡協議会まで 
〒285-0013 佐倉市海隣寺町 87 佐倉市ボランティアセンタ

ー内 
TEL 043－484-6198  FAX 043－486－2518 

 

※問合せ・申込み先 氏名・連絡先 TEL を記入の上 

       佐倉市ボランティア連絡協議会まで 

       〒285-0013 佐倉市海隣寺町８７ 佐倉市ボランテアセンター内 

TEL 043－484－6198 FAX 043－486－2518  

 

 

 

日時 平成２４年３月１７日(土) 9：30～12：30 

 

会場 佐倉市志津コミュ二ティセンター  

 
対象  佐倉市障がい者団体等連絡会 佐倉市ボランティア連絡協議会 

 佐倉市ボランティアセンター登録団体・個人 佐倉市社会福祉協議会 

各地区社会福祉協議会  佐倉市民生委員・児童委員協議会 

定員   80 名 (要申込み) 締め切り 3 月２日(金) 

 

参加費  無料 

 

 

 

 

 

主催  佐倉市障がい者団体等連絡会 佐倉市ボランティア連絡協議会 
 
後援  佐倉市  佐倉市社会福祉協議会 
 
 

手話・要約筆記をご希望

の方は申込書の連絡欄に

ご記入ください  

 

資料２．交流会・チラシ 

１４ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐倉市障がい者団体等連絡会と佐倉市ボランティア連絡協議会との 

交流会 記録集 

 

平成 24 年 4 月 25 日 

 

発行   佐倉市障がい者団体等連絡会と佐倉市ボランティア連絡協議会との 

交流会実行委員会 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


