
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

★★★★たんぽぽたんぽぽたんぽぽたんぽぽ掲示板掲示板掲示板掲示板★★★★    

・３月１日（日）に、ふれあい城坤
・２月２１日（土）２２日（日）に
・２月７日（土）から１２日（木）

ひ、お立ち寄りください♪場所は
 

 

 

 

 ２０１５年が始まりました。正確に

さて、トップにも書かれているように

たんぽぽも変わっていくのかな、と考

ついて考えながら過ごすことと思いま

ーの皆さんと一緒に活動していくこと

います。たんぽぽで働くことそのもの

題とともに発想豊かに考え行動してい

ありがとうメッセージ 

・12 月 9 日に、もえぎの会主催の
抽選会を行ったりと、楽しい時間
さり、ありがとうございました！

・農家の皆様からの野菜、地域の方
・1 月 23 日に、福祉の店にて、焼
 

編集後記 

 １２月８日、丸亀市危機管理課防

災害や水害、津波や地震など、それ

害を知ることです。防災マップや洪

きた時の被害予想を確認しました。

のことです。注意点としては、ひと

する平行避難より、建物の２階以上

性や災害の種類などを鑑みた上で、

 普段から、自分たちがどのような

確保行動をとれるよう、家族や事業

防災研修  

 

 

 

 

 

                    

坤春まつりに、バザー出店します！ 
に、きょうされん四国ブロック研修会に参加し

まで、うたづええもん市に手作りクッキーや
はこめっせ宇多津で、10 時～15 時まで開催

    

言うと始まって早、1 か月が経とうとしてい

、現在たんぽぽの思い切った改革が練られて

えているところです。今年も変わらず、働く

す。変わっていく中でも、地域の中で地域と

など、私たちらしい活動を展開できたら素敵

も、生活のうるおいやハリに繋がるよう、工

きたいと思います。 

のふれあいのつどいに参加しました。冬らしい
間を過ごすことができました。いつも季節を感
！ 
方々からの日用品の提供、いつもありがとうご
焼き芋を販売させていただきました。ありがと

精神

災アドバイザー鳥生幹雄氏をお招きし、防災

らから命を守るためには、まず、自宅周辺で

水ハザードマップを見ながら、たんぽぽや自

そして、災害や、その場所に応じた安全確保

ことで「避難」と言っても、災害によっては

へ移動する垂直避難のほうが安全である場合

もっとも安全な行動を個人が判断する必要が

立地の場所で過ごしているかを知り、緊急時

所の人と確認をすることが求められていると

                                    

 

   

 

 

 

 

 

します。 
手作り雑貨を出品します。ぜ
しています。 

ます。 

おり、年度が替われば

こと、生活することに

繋がりながら、メンバ

だなあと思 

賃向上の課 

いスノードームを作ったり、
感じられる企画を考えてくだ

ございます。 
とうございました。 

 

 

保健福祉士 三宅 春菜 

 

研修を行いました。土砂

発生する可能性の高い災

宅周辺の立地や災害が起

行動を知る必要があると

その場から避難所へ移動

もあるため、建物の安全

あるとのことです。 

にはもっとも適した安全

知りました。 

（Ｈ.Ｍ） 
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 関係者の皆様、ならびに「LIFE」を

っています。遅くなりましたが、本年も

 さて、昨年 2014 年は、わが国の精

響を及ぼすことになるふたつの出来事が

た「障害者の権利に関する法律」(以下

害者に関係する他の法律との整合性の問

はいささか時間がかかりすぎた感が拭

「Nothing about us without us !! 」

ください” というものです。このメッ

の人の人生の主人公はその人であるこ

に、自らの人生を自分の意思でデザイン

己決定を尊重するという障害者権利条約

 もうひとつの出来事として、精神科病

よそに、条件付きとはしながらも施策に

精神科病床数の約20％がわが国に存在

科病院入院患者の 5人に１人が日本人

概観しても、わが国は約 2.73 床、米国

国は米国の 9 倍の病床数、イタリアの

期化を未然に防ぎ、社会的入院の解消を

ればホームレスが増える」「平均在院日

が問題視されている」「地域の受け皿が

しています。いずれにしても、そんなに

きないのでしょうか。けっしてそうでは

国のそれと比較しても十分に高度である

米国やイタリア等の欧米諸国は、19

(ここでの地域はコミュニティの意味)に

くが起こりました。貧困問題やホームレ

緊急時のベッドの確保の問題等々です。

とは考えずに、試行錯誤の中で改革を繰

ることで精神保健福祉を高度に発達させ

等の方法を駆使して地域で精神保健医療
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理事長 西谷 

ご愛読いただいている皆様には、平素より大

もどうぞ宜しくお願いいたします。 

神保健福祉、とりわけ精神障害者の福祉と未

がありました。そのひとつは、2006 年に国

 障害者権利条約)をわが国が批准したという

問題があったにせよ、自らを先進諸国の一員と

えません。ご存知のとおり障害者権利条約の

、つまり ”私たちを抜きにして私たちのこと

セージは、障害をもつ人の生活の主体はその

とを明確に示しています。障害をもつ人々も

ンする権利があるということです。このように

約の主旨を漸くわが国も受け入れたということ

棟転換型居住施設が精神障害当事者や関係者

に盛り込まれることになりました。既知のとお

しています。このことは単純に計算しても、

であるということに他なりません。人口1,00

国で約 0.3 床、イタリアでは約 0.1 床です。

約 27 倍の病床数を有しているということで

を図るための政策が望まれる一方で、「退院を

数については、欧米との病床の定義の相違に

不十分」「家族が引き取らない」等の意見があ

多くの病床を維持していないとわが国の精神

はないと思います。わが国の精神医療のクオリ

ると確信しています。 

70 年代に精神障害者の治療やケアを展開す

転換しました。そのことで現在私たちが危惧

レス問題、地域のケアの難しさ、困難事例への

。私たちとの違いは、欧米諸国はこれらの問題

繰り返し、これらの問題を入院という方法を使

せることができた点です。ケアマネジメントや

療を提供するACTモデルは有名です。 

（次頁へつづく） 

7777 発行発行発行発行    
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清美 

変お世話にな

来に大きな影

連で採択され

ことです。障

自負する割に

スローガンは

を決めないで

人であり、そ

私たちと同様

、障害者の自

とです。 

の反対運動を

り、世界中の

世界中の精神

0対病床数を

つまり、わが

す。入院の長

強固に促進す

よってわが国

ることも承知

医療は展開で

ティーは諸外

る場を「地域」

する問題の多

対応、住居や

を解決不可能

わずに解決す

アウトリーチ

 



 

近年ではフィンランドの「オープ

を上げています。また、住居や就労

た。クラブハウスモデルやリカヴァ

です。 

1980年米国精神衛生研究所のベ

が概念化されました。そこには「重

は地域社会である」と記されていま

も、精神科病院に限らず福祉施設も

覚からも明らかです。 

障害者権利条約を批准したことと

じます。権利条約にしたがって地域

すが、わが国の精神医療、保健、福

いレベルにあると思います。国には

酬上に反映させることも検討してほ

るのが政治思潮や行財政の問題、病

優先されるとすれば、倫理上極めて

以上、昨年の出来事を振り返りな

のような課題があるのかをしっかり

昨年、たんぽぽは「地域ぐるみ」

祉団体からの応援を得て新たな事業

地域生活支援の本来的方向性を模索

取り組みたいと考えます。たんぽぽ

来)が、誰にとっても安心できる豊

 

 12 月 9 日（火）、丸亀市保健福

開催された平成 26 年度「こころ

い～」に、メンバー4 名、スタッフ

を作ろう！』という企画で、多くの

 スノードームを作る作業は予想以

る参加者もいましたが、主催のもえ

おり、楽しい雰囲気の中で取り組む

中に入れる雪だるまの顔を描く工程

があり個性の出た素敵な作品となっ

 今回はスノードームの他に、ダン

ており、参加したメンバーは「楽し

ていました。次回のふれあいのつど

と思います。 

12

ために

杯！」

っとい

ぽ内で

が盛り

考える

います

 

プン・ダイアログ」(開かれた対話)という治

労、日課、人間関係を支援するためのプログ

ァリーモデル、援助付き雇用や緊急ホーム、

ベス・ストロール女史(Beth, Stroul)によって

重度の精神障害者(ここでは統合失調症)を治

す。これは米国での約 30 年に亘る研究の

も含めて、その施設内あるいは敷地内が地域

と病棟転換型居住施設を容認したこととは、

域社会での治療やケアに転換すべきではない

福祉の質(技術やノウハウ)は、欧米の先進諸

は、地域で治療やケアを提供するプログラム

ほしいと思います。ただし、地域精神保健福

病院の経営問題等で、これらが精神障害者の

由々しき問題であるということを付言してお

ながら、その問題性に触れてみました。これ

と見据えて前進したいものです。 

」をスローガンに活動を展開しました。学生

業を試行することができました。今年は、利

しながら、NPO法人サヤの運営管理面で規

は、今年も立ち止まることなく挑戦を続けま

かな国に繋がっていくことを切に願うばかり

祉センター（ひまわりセンター）にて

のボランティア事業～ふれあいのつど

1 名で参加しました。『スノードーム

参加者が集まっていました。 

以上に細かい作業が多く、苦戦してい

えぎの会の方々がフォローに入られて

むことができました。スノードームの

程では、参加者それぞれに違った表情

ていました。 

ンスや歌、ビンゴ大会なども企画され

しかった、参加して良かった」と話し

どいにも是非参加させていただきたい

月 16 日に、たんぽぽ忘年会が行われました

に実現した、居酒屋での忘年会です。思い思

から始まる楽しい時間となりました。２時間

う間に過ぎたように感じました。今年を一言

のアイドルグループ立ち上げを計画したり（

上がりました。新年も変わらず、楽しい時間

日常も、メンバーの皆さんとたくさんの時間

！ 

2014 年！忘年会 

 

 

 

 

療モデルが画期的な成果

ラムも多々開発されまし

コミュニティビジネス等

地域支援システム(CSS)

療・ケアする最良の場所

結果です。いずれにして

社会でないことは市民感

相反することのように感

でしょうか。繰り返しま

国と比較しても十分に高

を正当に評価し、診療報

祉進展の障壁となってい

人権や社会正義にまして

おきます。 

から私たちの往く道にど

ボランティアや外部の福

用者ニーズに目を向けた

程等の思い切った改革に

ます。私たちの往く道(未

です。 

 

。今回も、寄付を頂けた

いの飲み物を片手に「乾

の飲み放題でしたが、あ

言で表してみたり、たんぽ

（？）と、各テーブルで話

間も「働くこと」について

を共有していきたいと思

スノードーム製作中！ 

 

 

12 月 7日（日）、丸亀市飯山総合保健福

に製造班メンバー4 名、スタッフ 2 名で

 会場では、各ブースでおもちゃ販売や

んぽぽは、フェルト雑貨や毛糸の指人形

イチオシは上靴に車や飛行機、お花等の

愛い！」と言っていただきました。 

 日頃たんぽぽが販売でお客様と顔を合

ら販売まで製造班が担当しました。普段

お客様の反応を直接見ることができる良

開催にあたって準備等をされた関係者

 

丸亀子育てフェ

去る 12月 20 日（土）にユープラザ宇多

きる～地域生活支援の新たな展開～』とし

全体シェアリングという１日研修でした。

り、18年前から退院しても普通の住居が

夫をしながら住居を提供し、近年は行政や

がありました。そのなかでも印象に残って

の痛い内容であり改めて日頃のかかわりを

り組みの話は興味深く、目の前のことも大

シンポジウムでは 3名の方々より「地域生

での取り組みのお話がありました。制度や

り、私達には連携や繋ぐということと共に

あらためて学びました。『生活者として生

むということが前提としてあるということ

 

「全国精神障害者地域生活支援協

 

祉センターにて開催された「丸亀子育てフェ

参加しました。 

手作り教室などの催しがあり、終始賑わって

、髪飾り、手作りクッキー等を販売しました

柄を貼りつけた上靴デコパージュ。多くのお

わせるメンバーは販売班がほとんどですが、

、お客様と直接顔を合わせることがない製造

い機会になったのではないかと思います。 

の皆様、当日参加された皆様、本当にお疲れ

スタ 

多津にて開催されました。全体テーマは『生

して、あみの活動報告、講演会、行政報告、シ

。講演会では阪井土地開発株式会社代表取締

がない方々（劣悪な環境や住まいがない方々）

や多様な専門家がかかわり、支援を続けてい

ているのは、その人の立場に立つという原点

を振り返る機会となりました。また先進的な

大切ですが、大きな視点での学びも必要だと

生活支援のビジョンを描こう」と題して、そ

や既存の社会資源の枠内では収まらない支援

に、様々なものを創り出すという役割もある

生きる』ということは、障害をもたない人と

とを確認しました。 

協議会（あみ）フォローアップ研修会ｉｎ

所長 村井 

精神保健福祉士 

 

 

 

スタ 2014」

いました。た

。そして今年

客様から「可

今回は準備か

班にとっては

さまでした。 

生活者として生

シンポジウム、

締役の阪井氏よ

）に、様々な工

いるというお話

点で、私自身耳

なイタリアの取

と感じました。

それぞれの地域

援が行われてお

るということを

と同じ地域で住

かがわ」 

誓子 

山﨑 裕太 

 

 


