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自主的な働き方 

 だれが製品を作ったのではなく、完成された製品に価値がある。価値を決める要

因は、その製品の重要度である。パレットのような製品は補助的製品なので重要度

は低い。従って価格は安い。ただし荷役台の役割であるパレットがなければ、商品

を運ぶことはできない。付加価値を生む商品が傷つくこともなく、安全に運搬されれ

ば荷役台としてのパレットの役割は終了する。商品の流れからすれば荷役台として

のバレットは最低限の条件を満たして、商品出荷に間に合わなくてはならないので、

納期が一番となる。パレット生産者にとっては、単価が安いので生産量を増やすこと

なる。生産量を上げるには生産効率を高めることが必要になる。 

 パレットを作る利用者は上記の条件に規定されて生産することなる。注文した材

料が搬入されたかどうかの確認、材料の製材、納期に間に合うための生産計画表

の作成、日々の生産計画の遂行度の点検、遅れていれば修正となる。クギが不足

すると作業は中止となるので点検と追加注文、道具メンテナンスも同じ。作業をす

る上で準備は 8 割を占める。あとの 2 割がパレット作成の作業となる。作業には段取

りと進捗状況と最終確認による品質管理となる。これらの作業は職員の仕事であり、

利用者の仕事の下支えとなる。しかし悲しいことに職員ができないという現実。 

 製造業という仕事を通して福祉支援を考えることは、針の穴に糸を通すようなもの

で、至難の業のようだ。わざわざ好まれない製造業で働く若者はいない。まして福祉

の中の就労支援、それも仕事の切り出しをして、経時的につぎはぎをする職務提供

型仕事と違い、一人で材料から完成品を作る総合的な仕事であるのだ。 

 利用者に教えて技術を高めるだけではなく、8 割を占める準備の一部を担ってもら

うしかない。昨年の冬、大きなパレット会社の工場を見学に行った。そこで役割分担

の意義を教わった。早速取り入れた。所属意識－仲間からの承認－責任感を伴う

役割意識が芽生えたことは事実だ。理にかなっていない職員に対しても物申す利

用者が増えた。また職員からの注意ではなく、仲間からの注意の方が生産的であ

る。職員の育成も含めて、自主的な働き方を早急に構築しなくてはならない。 
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萌日記  2020.9.18～10.20 

 

・瀬谷養護学校（9/18）他、養護学校からの見学来訪

が続きました。コロナ禍で、生徒さんの実習先確保にも

苦労しているとのこと。いなほを希望する方がいれば、

ぜひよろしくお願いします。 

・いなほでお世話になっている業者さんの知人の方が、

廃材の引き取りに来訪しました（9/25 他）。廃材はお

譲りできるので活用していただける方はご連絡くださ

い（萌のホームページも参照）。 

・コミュニティ局のエフエム戸塚から取材来訪がありました（10/6）。 

・別記事にあるように、10/10 に結婚の儀があり、いなほでは 10/9 に食事会を開き

ました。夫婦両人が挨拶して、会長が祝辞。みんなで鶏の唐揚げを食べながらお祝いし

ました。 

・岸根公園の「青空マルシェ」。次回のための打合せが 10/15 にあり、理事長が出席

しました。次回は 11/21 に決まっています。萌の畑は大根、白菜などが発育中。 

・利用希望の見学者があり、うち１人は 10/19 から実習に入っています。（岡） 

 

萌と地域活動の今 （６） 

 

9/20 に「たいしょう食堂実行委」主催の食品配布会が行われました。 

「たいしょう食堂」は、子ども食堂の大正地区（深谷町を含

む戸塚区南部６町）版。大正地区センター、原宿地域ケアプラ

ザや地域のボランティアを含む実行委で４回運営してきまし

た。畑で採れた野菜の提供をきっかけに、萌ともつながりがで

きてきました。ですがコロナ禍で食堂形式での開催が困難に

なっています。 

そこで各地の子ども食堂が“フードパントリー”などの形式

で生活困窮家庭の食事支援を続けているのと同様に、大正地区では食品配布会の形で小

学生～大学生を応援することになりました。 

前日は準備。提供された食品を、レトルトなど、菓子、米に分けてそれぞれ袋詰め。 

当日は 40 名の子どもとその保護者が来場しました。 

地域の課題に向き合う中で、萌ならではの地域に根を下ろす方策をこれからも模索し

ていきます。（岡） 

  

今年もハチミツが採れました 

配布したレトルト食品など 
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福祉の話                             

 

 抗精神薬の話 

 精神の病気で医療にかかると必ず薬が処方される。決められた回数で服薬す

る。薬に抵抗がない人は飲む。しかし抵抗がある人は飲まないか、忘れてしまう。

薬に抵抗がある人の意見を聞くと、「副作用がある」、「量が多い」、「効いている

かどうか分からない」、「精神病と云われたくない」などがある。 

 抗精神病薬の働きは脳の神経伝達物質の量を調節する働きであるということ

がいえる。統合失調症はドーパミンという神経伝達物質が多く出ているので、そ

れを調節する働きがあり、うつ病はセロトニンが減少しているので減らないよ

うにしている働きがある。ドーパミンを完全に遮断すると、手が震え、足や手が

むずむずして落ち着かなくなる、歩行が難しくなるという副作用がでる。 

そこでセロトニン、アドレナリン、ドーパミンなどの神経伝達物質の調整をし

ながら症状を抑える薬が開発された。第二世代といわれる精神薬である。第一世

代の薬の副作用は減少したが、体重増加、プロラクチン値が高くなるようになっ

た。昔から比べたら飲みやすくなったのは確かである。なお、脳科学が進んだお

かげで、脳内の薬の効果値が分かった。たくさん飲んでも効果はなく、副作用に

なるばかりであることが分かった。治療も急性期－回復期－安定期と経過に応

じて薬の効果が分かってきた。それだけではなく、統合失調症では、神経伝達物

質の調整を自己内で調整できるように、半分だけ薬で調整できる薬も開発され

たようだ。また抗精神病薬は脳全体を保護する働きがあることが分かった。うつ

病薬の場合は、脳細胞の栄養となるニューロンを保護していることも分かった。 

とはいっても総体的には、精神疾患のメカニズムは分かっていないので、仮説に

基づく精神薬の部分的効果でしかないということも言える。 

薬が効いているかどうかについても、多剤ではどれが効いているか分からな

いので単品か数種類で飲むことが推奨されている。薬が絶対という考え方は時

代遅れとなっている。どんなに立派な薬でも限度がある。薬は脳内の調整はして

くれても、外部からのストレッサーに対して防御する働きはない。 

ではどうするのか。病気を理解し、どうすれば予防できるのか、薬とどのよう

に付き合っていくのかなどの心理教育が必要となる。心理教育は個人の心理と

疾患の教育とが一緒に行うという意味がある。特に再発サインは個人によって

異なるし、症状も違ってくる。要するにオーダーメイドの教育ということである。

しかし現実は心理教育を受けたから大丈夫とは言い切れない。リカバリーとい

う考え方がある。回復しつつ自分らしい生き方を模索するというものだ。生きな

がら考え、考えながら生きるという主体性の再構築である。(波多江伯夫) 
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私たち結婚しました 
10 月 10 日戸塚崎陽軒にて 

 会員や職員有志、購読会員の

皆様からのカンパにて、小さな

関係者だけの結婚の儀をとりお

こないました。 

 O 氏はいなほが金沢区にあっ

た時から、12 年パレットを作成

してきました。少し、作業中のお

喋りが多いかもしれない・・・寂

しがりやさんだと私は思う。 

 S さんは 4 年前からいなほを

利用しており、パレットを作成

している。 

物事をはっきりさせるタイプの

人柄です。一人暮らしからグル

ープホーム独歩の生活を経て、

結婚に至りました。 

 私的には、まさか O 氏が結婚

するとは思いませんでした。（こ

んなこと書くと怒るかな？）来年3月

の予定だった結婚式ですが、予

定通り、一向にお金がたまる気

配がない二人に、給付金を当て

て、一緒になるように言いまし

た。おめでとう❢（所長） 

カンパありがとうございました。 

グループホーム独歩から＊＊＊ 

 S さんが引っ越したため、あらたな方が入りました。いなほの開設 2 番目に利用を開始さ

れた古からの利用者さんです。ご両親が高齢になり、90 歳を超えて、ご本人から萌のホー

ムにと希望が出されたのです。ホームシックのようなので、今は週末帰宅です。まだ、新し

い部屋で、入浴や洗濯ができません。62 歳の自立です。徐々に慣れてくれることを期待し

ています。 
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ボウリングに行きました 

 

９月２６日、レクリエーションとして利用者・職員でボウリングに行ってきました。

利用者の S さんは、マイボールを抱えてきて登場。各自現地に集合しました。 

入場時に検温があったり、係員が定期的に消毒スプレーを持って各レーンをまわって

手指消毒したりと、コロナ禍の元での遊技場のあり方を模索

しているようで印象的でした。 

９人が３レーンに分かれて、各自靴とボールを選んでゲー

ムスタート。ボールが重くて両手投げで奮闘する人、他のレ

ーンが気になる人、いそいそとみんなにドリンクを振る舞う

人、意外に上手い人（失礼）、慣れて来て後半スコアを伸ば

す人、逆に体力が尽きる人・・・、みんなそれぞれ楽しんだ

と思います。スコアは？まあ聞かないでくださいな。 

３ゲーム楽しんだ後は、UFO キャッチャーやダーツで各々お昼まで楽しみ、北の漁

場での簡単な食事会後に散会しました。（岡） 

 

横浜市立若葉台特別支援学校「企業対象学校見学会」 

 10/14 に標記見学会が横浜市旭区の現地で開催された。新規利用者受け入れなどを目的として、

この間特別支援学校へのアプローチを続けてきたが、コロナ禍の状況下で外部からの来訪に慎

重なこともあって当見学会を勧められ、岡が参加を申し込んだ。当日は約６０名の参加。卒業生

受け入れ実績のある企業の他、地域ケアプラザ、当法人のような就労支援系事業所の参加があっ

た。内容は、主要には「B 部門」についての教員による学校概要説明、校内見学、生徒からの実

習説明。 

 当校は、肢体不自由教育の A 部門と知的障害教育の B 部門の併設を、市内他校と異なる特色と

する。B 部門は卒業生全員の就職を目指している。A、B 両部門は実習などで交流があり、B 部門

の生徒は A 部門生への配慮を自然に学ぶ。実習は学年を縦断して行われ、2 年生は１年生に教え

る役割を担い、3 年生はそれを評価することも実習に含む。これらの実習手法は、企業生活での

先輩後輩の人間関係を体験したり、「支援される側」に留まらず人をサポートする体験をする効

果を生んでいる。見学した範囲では、PC 操作と印刷、ビル清掃、パン製造などの実習に生徒た

ちは取り組んでいた。障害基礎年金に非該当な生徒が多いこともあり、生きる力をつける延長線

上にきちんと就労を捉えている印象を得た。地域交流を盛んに行っていること（愛称「横浜わか

ば学園」は地域住民につけてもらったという）にも、生きる力醸成への意識は貫かれている。 

以上簡単な報告だが、人を総合的に支援すること、地域の中で在ることなど、萌の取り組みへ

の示唆も多い。今後もつながっていきたいと強く感じた。（岡） 
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高木俊介先生の講演会報告 

 

3 日に高木俊介先生(高木クリニック院長)の講演会を会長、所長と聞きに行きました。 
『高木俊介の世界』と題されたタイトルに高木先生は面食らっていましたが、和やかでフランクで患

者に対して温かいまなざしを持っている方であることがよくわかる講演会でした。 

「薬による統合の先に待つ現実の先に支援がない」(精神薬についての話題に関して) 

「夜間休日のケアはほぼいらないはず。夜間休日のケアが必要になる理由は日中のケアがよく行

われていないことの裏返しである。」など、言葉に説得力があり、中でも「力による治療や支援を必

要悪と感じ、従事者は現実を肯定している。」という言葉に私ははっとさせられました。本人のため

といいながら、支援者のエゴの押し付けを果たして私は行っていないといえるだろうか？と。 

高木先生はあの宇都宮病院事件(医療従事者が患者を虐待死させた)や、遅れている日本精神

医療に対する国連からの非難を端緒とした精神医療改革が起こった 1980 年代に医師になられた

世代です。大学病院や、大阪府下の民間精神科病院で、強制入院にも長期入院患者にも数多く

関わってこられ、精神分裂病という病名を統合失調症に変えたことでも有名な精神科の先生です

が、先生の活動の中で ACT-K(K は京都の K)があります。3 時間ある講演の半分はこの ACT に

ついてのお話で占められていました。ACT(包括型地域生活支援プログラム)は、多職種連携によ

る訪問型サービスのことであり、専門集団による多角的支援、チームによる継続的支援、アウトリ

ーチによる現場的支援、24 時間、365 日の危機介入支援という特性を持った精神障害者支援方

法です。また特性上、対象者数と支援の枠組みがおのずと生まれ、支援者が燃え尽きることなく、

密度の濃いかかわりを行えるというところもその売りであるということです。 

ACT-K(地域精神医療)の実践の必要性を語る先生ですが、ACT についてこうも言われていまし

た。施設中心に構築されているわが国の精神保健システムというものが根底にあり、それが地域

精神医療のやりにくさに拍車をかけているといいます。また、障害支援についても、医療モデルが

中心となった疾病管理に留まっており、強く脱施設化を推進する動きは精神保健システムにかか

わるどの団体にもみられない、このような現状に対する批判を抜きにして安易に ACT を広めるこ

とは病院・施設内で行われるような管理的かかわりをただ地域に広げていくという錯誤を犯すこと

になるともおっしゃられていました。また、地域精神医療に関心のある医者が少ないため、医師に

頼らないコメディカルな視点が重要とも話されていました。高木先生は「自分は医師なのでリーダ

ーはやらない。」と言われていましたが、その言葉からも謙虚な方だという感想を覚えました。我々、

萌は、障害があっても本人が望む限り地域生活者として生活する。という考え方を掲げています。

その考えに、ACT の考え方は非常に参考になりましたし、今後も訪問支援というものの有用性を

再確認でき、訪問支援することを悩んでいた私としては後押しをしていただいたような、嬉しい講

演でした。(關) 
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読書のページ 

「エイズの起源」  ジャック・ぺパン 山本太郎訳 

 

 

 

 

 

 

この本の最終章にこの文が書かれている。これは、作者の立場をよく表している文章

である。 

コロナ感染症が流行して以来、人類の感染症の歴史を学び始め、山本太郎という医師

が書いた感染症についての本がとても面白く読めた（その内容については次回に）。そ

の方の訳である本書に行きあたる。エイズといえば、今はだれでも知っている。 

筆者はエイズのウイルスがアフリカのどこから、いつどうやって感染し、世界に流行

していったかを、疫学的、ウイルス学的、人口統計などあらゆる証拠から、リアルに立

証していく。 

1921 年頃、中部アフリカで始まった、一握りの人に感染したチンパンジーのサル免疫

不全ウイルスが、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）となる。当時のアフリカ大陸を植民地

としていた、ヨーロッパ列強の国々は、熱帯病に苦慮し、それを予防するためにまた治

療にと、現地の人々に注射で薬を投与していく。針は使いまわしだ。何人も使いまわし

た。修道院が現地の人々を救おうと、予防のために使用した注射針が、エイズの流行に

手を貸していく。そして、ヨーロッパ列強の国が，人の多く集まる街を作り出す。その

町に仕事を求めて、現地の男性たちがまず移動する。男性比の多さと、貧しさとあいま

って、売春の増加が始まる。そして性を通した感染もおこっていく。 

また、アフリカの内戦が人々を移動させ、それがまた流行につながる。アフリカに来

ていたヨーロッパの国の人間が、HIV ウイルスをアフリカから自国に持ち帰る。内戦に

より疲弊したコンゴに国連の専門家として、ハイチ人のエリートが雇用された。たった

一人のハイチ人の HIV 感染者が本国への一時的帰国か、永久に帰国することによって、

カリブ諸国におけるウイルスの性的伝播が始まることになる。そして、アメリカへ。た

だ、性交渉だけが感染の犯人ではない。当時、ハイチでは血液を貧しい人が売っていた。

所謂、買血である。お金の無い人は毎日血を売る。営利を目的とする血液センターは、

注射器や注射針、管の再利用によって経費を削減し、できる限り多くの利益をあげよう

とした。感染はそうして、どんどん広まり、血液の成分をとおして、世界に広まってい

ったのだ。 

感染症の流行は、その時代を映す。グローバル化した現代、コロナはあっという間に世界に拡散した。文化・政治・

社会がウイルスを強靭にしていく。（波多江久美子） 

  

長い間、私は、宇宙探検は愚かなことだと考えていた。私たち人類が唯一生存できるこ

の惑星を日々破壊しているときに、地球を回る軌道のどこか、あるいはもっと遠くに、

人類の小さな植民地を作り上げることの意味は何かと考えていた。私たちの人類の資源

と創意をこうした科学的冒険に使うことは賢いことではない。それはむしろ、この地球

を守るために使われるべきではないだろうか。 
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理事会報告  2020 年 10 月 17 日 13 時より工房いなほで理事会が開催された。理

事の方の欠席が多くて残念である。前半 1時間、利用者代表、職員代表から自己紹

介と萌で働いていてどう思うか？これから何をしようと思っているかの発表があ

った。 

利用者代表 O さん。緊張して目がテンになりなが

ら、養護学校を卒業して今 20歳。パレット班に所属

し就労を目指している。語っていた。 

工房いなほ職員 Wさんから。グループホーム立ち上

げ前のアパートで独り暮らしを始めた利用者に夕食

を作ったり、いなほで調理をしたこと。5 人の子供

を育てながら仕事をしている現状。配送業がスター

トしたら、ドライバーとして活躍したいと語られて

いた。 

10月 10日に結婚式を萌であげてやっと結婚ができたこと。4

年前離婚してすさんだ心でいなほに通い始めたこと。夫が人

前で話せないので私が話しますと、今の幸せを語っていた。 

編集後記 
 職員や利用者が気持ちを語るという試みを始めて理事会でやってみた。利

用者も職員も萌を大切に思っているのだと、感動した 1 時間であった。皆さ

ん緊張していました。またやりたいと役員でいっています。発表して下さっ

た皆さん、ご協力ありがとうございました。 

グループホーム独歩の管理者。世話人兼務の Kさんから。ホーム

で働いていて 3年たつ。自治会の役員やボランィア活動など忙し

い中、仕事第一で取り組んでいます。なんとしても世話人になり

たいと、年齢を若く偽って面接に臨んだ話。利用者の Tさんから

手を上げられ、殴るなら殴ってみろと返した武勇伝？。もうすぐ

Oさんが一人暮らしに旅立つ話。利用者の姿とご自身のホームで

働くことへの熱い思いを語られた。（感激で涙が出そうだった。） 


