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第３４回障害者による書道・写真全国コンテスト 

写真部門 金賞 ｢朝もやにつつまれて」 

福島県  宍戸 嘉司 
 

（寸評） 

 逆光で美しい朝もや、花に朝日があたり、早朝の美しい風景がドラ

マチックに表現されています。構図、露出、絞りが幻想的風景を強調

しています。 

 このコンテストは、障害者の文化活動等の推進を図る

ことで技術の向上、自立への促進並びに積極的な社会参

加を目的として、(公財)日本障害者リハビリテーション

協会（全国障害者総合福祉センター）の主催により毎年

開催されているものです。第34回を迎えた今回のコンテ

ストでも、全国各地より151点（写真部門）にのぼる素

晴らしい作品がよせられました。 
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障がい者と社会をつなぐ役割として 
 
 

株式会社マジェルカ 

藤本 光浩 

 

マジェルカは心や体に障がいを抱えた人たちが

作る商品の中から品質や魅力の高い製品ばかりを

日本全国から集めた全国的にも珍しいセレクト

ショップを吉祥寺の中でも雑貨店やファッション

ショップ、カフェなどが立ち並び人気のある中道

通りという場所で運営しています。 

2011年に開業したので今年で９年目となります。 

もともと福祉業界に身を置いていたわけでも、

普段、ボランティアなどで障がいのある方々に関

わっていたわけでも無く一般企業で営業や販売企

画の仕事をしていた私にとって障がいのある方々

が作る製品の存在自体は、たまたま訪れた役所の

片隅や駅の構内などの福祉ショップや福祉バザー

を通りがかりに横目で見て知ってはいたものの、

積極的に興味を持つ対象ではありませんでした。 

また、それらの製品に対しては「欲しいから買

う」というごく一般的な市場価値のある製品とい

うよりも、あくまでも障がい者の支援のために

「買ってあげる」という種類のものだと漠然と捉

えていたと思います。 

ましてや、それらがどのように作られているか

を普段の生活の中で考えた事もありませんでした。 

今でこそ自分の身近な地域はもちろん、全国各

地に障害者福祉事業所がある事やそこがどんな場

所かを知っていますが、当時はそういう場所がど

こにあり、どういう機能を持っているのか、そし

てそこに通う障がいのある方々が何をしているの

かを知る機会は持ちませんでした。 

そんな私がマジェルカを始めたきっかけは、あ

る作業所製品との偶然の出会いからでした。 

当時、販売企画の仕事でバイヤーとして子供向

けの付加価値の高い雑貨製品を探している中で見

つけて興味を持った製品が、後ほど知るのですが

福祉施設で障がいのある方々が作った製品だった

のです。 

チャリティや障がい者支援としてではなくビジ

ネス目線で探した中で、作業所製品にもきちんと

市場価値を備えたものがあるのだという事を知り、

そのような考えを持っていなかった私は大変驚き

ました。 

それをきっかけに興味を持って探してみると、

障がいを抱えた方々と彼らを支援する方々が作る

素敵なモノが実は日本中にたくさんある事を知り

ました。 

そのことは、自分が勝手に抱いていた価値観を

転換させられる出来事でした。 

そして、埋もれていた宝物を発見したような気

持ちにもなりました。 

同時にとてももったいないことで

もあると感じました。 
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それは、こんな素敵な製品に触れ

る機会が無く、障がい者が持つ力を

正しく知らないでいる世の中の多く

の人たちにとって、また、せっかく素敵な活動を

しているにも関わらず、その事やそこで働く障が

い者の力をきちんとアピール出来ていない福祉の

側にとってどちらにとってもとてももったいない

事だと感じました。 

「価値あるものが正しく価値を認められていな

い！」 

そんな思いが高じてどこからの支援も受けない

ビジネスとしてマジェルカをスタートさせたので

した。 

今でこそ「福祉製品のセレクトショップ」とい

うものがマジェルカの他にも現れてきましたが、

当時はそのような事業をビジネス目線で行なって

いる所はありませんでした。（だからこそ始めたの

ですが） 

しかし、障がい者が作る製品をチャリティやボ

ランタリーな活動ではないビジネスとして扱う事

にはタブーがあるので誰もやらないでいたのでは

ないかとも考え、取引してくれる福祉事業所はあ

るのかという点は不安でした。 

しかし実際に一件一件訪問してみると、実は

売ってくれる所を求めているがどうしたら良いか

が分からないでいたという所が多かったのは意外

でした。 

そしてもう一つ抱えていた不安は、本当に社会

の側に受け入れられるのかという不安でした。 

しかしその不安はマジェルカの事業を実際に始

めてみると全くの杞憂であることを実感します。 

改めて説明すると、マジェルカは

製品のセレクトもそれらを売る方法

も「障がい者のために買ってあげてください」と

いうのを前面に押し出した売り方はしていません。 

マジェルカを訪れる多くのお客様は雑貨屋巡り

などで吉祥寺に遊びに来てたまたま面白そうな雑

貨ショップだと思って入って来てくれる方です。 

そんなお客様に私たちは「障がいのある方々が

作った雑貨なんですよ。」と出来るだけお伝えしま

す。 

すると、そうとは知らずに入ってくれたお客様

たちは一様に皆さん驚き、それを知ってさらに一

層の興味を持って店内を見回して下さいます。 

そして「障がい者の人たちがこんな物も作れる

なんて知らなかった！」とおっしゃる方がたくさ

んいます。 

また、マジェルカがどういう店かを知らないま

まに店内で気に入った雑貨を見つけ、購入する為

にレジまで持ってきてくれる方に「そちらの製品

は障がいのある方々が作ってくれたものなんです

よ。」とお伝えすると 

「良いお買い物をしたわ。」とか 

「だったら一層大切に使うわ。」という言葉が返っ

てきます。 

中には「だったらもっと高くしても良いのに！」

なんて言葉も。 

まさにこれらのマジェルカを訪れるお客様の言

葉が全てを語っているといえるのではないでしょ

うか。 

私たちが価値だと感じたものが間違いではな

かったと、それを受け入れてくれる方々、喜んで

くれる人たちがいるという事実を９年間目の当た

りにしてきたことで自信を持って活動を続ける事

ができてきました。 

ただ、そんなお客様の言葉とは反対にごく稀に
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マジェルカに並ぶ製品の価格を見て「結構いい値

段するね」とか「高いね」という言葉を頂く事が

あります。 

そしてそういった方たちはみなさん障がい者に

近い立場の方たちでした。 

また、私たちの目から見て事業所側が設定して

いる価格がその素敵な製品の持つ本来の価値に比

べて低いと感じる事が多々あり、価格を上げるこ

とを提案する事はよくありますが、大抵の場合は

それに難色を示されます。 

そしてその場合の理由の多くは周囲の理解が得

られないというものです。 

その場合の周囲というのは事業所の内部や普段

その製品を買ってくれる主に関係者であるときき

ます。 

それぞれの立場で考えや事情があ

るとは思いますが、障がい者がもっ

ている力や彼らが生み出す価値を正しく社会につ

なげるパイプ役でありたいとして両者の間に立つ

私たちにとって、社会の側がそれを受け入れてく

れるかという不安は無くなった今では、障がい者

に近い立場にいる方々の意識を変える事こそ必要

なのかもしれないと思っています。 

マジェルカはこれから先も社会の側と障がい者

の側、双方どちらにとってもより良い作用を生み

出していける存在になれることを目指し、立ち止

まらずに活動をしていきたいと考えています。 
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地域生活支援拠点等事業 
「一人暮らし体験」について 

 
 

特定非営利活動法人あけび 生活支援センターあけび 

施設長 相島 博史 

 

当法人は設立して17年目となり「困ったときは

お互いさま」という活動理念を基に、障がい福祉

の他にも地域サロン等のボランティア活動や高齢

者福祉事業を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

生駒市は、奈良県の北西端に位置し、大阪府と

京都府に接しています。自然環境や交通の利便性

も良く、人口は約12万人になります。生駒で有名

なものといえば「高山茶筌」があります。 

障がい福祉に関しては、全ての障害福祉サービ

ス利用者には地域の相談支援専門員がプラン作成

やサービス利用調整を行っているなど、障がい特

性に合わせて制度やサービス利用ができるよう支

援しています。 

また、障がい当事者家族の経済面を含めた介護

力が高い世帯が多いことも特徴の一つと考えられ

ます。 

 

当事業所では身体に障がいのある人を主な対象

として生活介護や居宅介護、委託相

談支援センター事業等を行っており、

令和元年5月からは共同生活援助と短期入所事業

「あけびホーム」を開所しています。 

あけびホームの特徴としては、車いす使用者を

想定したバリアフリーの環境となっており、共同

生活援助の各部屋にはトイレを完備し扉や廊下も

車いすでの移乗ができる幅を確保して移動に負担

がかかる人も快適に過ごせるようにしています。

浴室は、シャワーキャリーの使用で浴槽へ移乗す

ることもでき、自身で移動できる人を含めて複数

の方法を選択できるようになっています。 

また、あけびホームには次の３つの機能があり

ます。①家族のレスパイトや自宅から離れて夜間

過ごす体験ができる短期入所②親元から自立した

生活ができる共同生活援助、それに加えて③一人

暮らしを想定した体験ができる生活体験室を１室

設けています。 

体験室はトイレ・ミニキッチン付きで、電子レ

ンジ、小型冷蔵庫などを備えており、部屋の中で
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一連の生活動作を体験できる形となっています。

共用の洗濯室にはドラム式洗濯乾燥機を備え、車

いすを使用する人も洗濯体験をすることができま

す。 

短期入所と共に体験室を設けた理由としては、

まず市内には入所施設がなく、身体障がいが主な

対象の共同生活援助はあけびホームの１ヶ所しか

ないなど、親なき後の生活の場の選択肢が限られ

る状況です。 

また、前述したように利用者家族の介護力も

高く、生活においての不自由を感じることが少な

い人が多いように思います。その反面、親元での

生活では、自分から考え行動しなくても身の回り

のことが整い、自身の生活に対しても受け身に

なってしまう傾向がみられます。支援者が一人暮

らしもできると感じる利用者からも「一人暮らし

をしてみたいが、どんな準備をしたら良いのかが

分からない。」「家族が家事やお金の管理はしてく

れるので、自分でどの程度できるのかが分からな

い。」など漠然とした希望は話されますが具体的な

イメージや行動ができていない人が多く、体験を

通じて将来の生活の場の選択肢を拡げる必要性を

感じたからです。 

生駒市では平成30年1月15日より、

県内で初めてとなる地域生活支援拠

点等事業が開始されました。障がいのある人が親

なき後などにも住み慣れた地域で安心して暮らし

続けられる環境を整えることを目指す『地域生活

支援拠点等事業』。「相談」「緊急時の受け入れ・対

応」「一人暮らし体験の機会・場」「地域の体制づ

くり」「専門的人材の確保・養成」という５つの機

能のうち、現在は、「緊急時の受け入れ・対応」「相

談」「一人暮らし体験の機会・場（名称：cocua）」

「地域の体制づくり」があり、「生活支援拠点事業

所ラベンダー（社会福祉法人いこま福祉会が市よ

り事業委託を受けて実施）」にコーディネーターが

配置されています。「相談」と「一人暮らし体験の

機会・場」については知的障がいの人が主な対象

となっています。そして、令和元年8月から、共同

生活援助の施設を活かした面的整備として、当法

人が市より委託を受け、バリアフリー環境を必要

とする身体に障がいのある人を主な対象とした

「一人暮らし体験の機会・場（名称：つるくさ）」

を開始しています。 

 

つるくさでの一人暮らし体験は、日中活動を終

えた16時から翌日の10時までの時間帯で服薬や時

間の管理、家事や入浴などの生活動作を行っても

らいます。利用前には面談を行い、体験のスケ

ジュールや目標を決め、必要な時間帯や内容に応

じて支援者を配置しています。体験の前には近隣

のスーパーでの食材等の購入に付き添う支援を行

うこともあります。 

 

買い物の場面では、最初は商品もどこに何があ

るのかも分からない状況で、支援者が声掛けする

ことも多かったですが、回数を重ね

る中で、困ったときは時間をかけて

でも店員を探して質問したり、レジ
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で購入品の袋詰めを自ら頼んだり、

支援者が常に側につかない状況でも

不安なく買い物をされるようになっ

ています。また、何が必要でどんなものを買いた

いのか自身で計画を立てて行動されるようになっ

ています。 

施設内でも、移動や動作時の安全確保や細かい

作業の難しさなどの課題があります。テーブル上

で手の届く範囲にレンジや冷蔵庫を設置したり、

歩行ができる人の荷物の持ち運び時にはカートや

車いすを使って安全確保をするなどの工夫を考え

たりしながら、体験を積み重ねておられます。自

分自身で行動できる環境を作ることも大事ですが、

支援者に手伝ってもらう際に具体的に指示する力

をつけてもらうことを大きな目的の一つとしてい

ます。 

利用者の中には重複障がいの人もおられ、動作

の定着に積み重ねの支援を要したり、突発的な出

来事が起こった際の対処方法の確立などが課題と

なる人もいます。体験を通して身につけた動作の

定着には自宅でも活かしてもらうなど、家族との

連携も必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体験利用者からは「家の中だと、どうしても介

助を待つ姿勢だった。今は、意欲さえあれば自分

で何でもできると思います。」との話

しがありました。身体に障がいがあ

る状態では、どうしても動作に制限

があり、日常生活すべてを一人で行うことは難し

いかと思います。自分自身で夕食の準備などを体

験してみて、自分でできる・できないことを感じ、

環境面の工夫や道具の利用、できない部分の支援

の必要性を考える。日常生活の中から、自分で何

がしたいのかを考え、協力者や支援者を見つけな

がら行動していくことの積み重ねが、将来の親元

からの自立につながるのではないでしょうか。体

験の利用がその第一歩目になると感じています。

一人ひとりの状況や目標に沿いながら一緒に経験

を積み重ねる中で、その経験を他の対象の人に伝

えていくことも必要になるかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一人暮らしを安心して選択してもらうためにも、

居宅介護事業所や地域の見守りの目などの地域資

源の充実が必要であるため、今後も障がい者地域

自立支援協議会への参加等の活動を通じて、これ

らの課題に取り組んでいきます。 

※敬称略 
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動く！楽しむ！変える！ 
～大阪でのバリアフリーなまちづくり～ 

 
NPO 法人ちゅうぶ 

石田 義典 
 

道頓堀、なんばのど真ん中で遊ぶ！ 

2019年10月に６回目を迎えたなんばおにごっこ。

天候にも恵まれ625人の参加がありました。障害者

は車いすを中心に視覚、聴覚、盲ろう、知的、精

神…と多様で約150名。放課後デイサービスからも

約200名の参加。前回は台風前日でほぼずぶぬれ状

態でしたが、407人も参加してもらえました。大阪

の障害者は「雨だから家でじっとしとく」はない

のです。 

おにごっこという名前ですが、走りません。お

にかつらをかぶったスタッフを見つけてじゃんけ

んしたり、ゲームやクイズで遊びます。遊びなが

ら普段行かないなんばのあちこちを探検してみよ

う！って企画です。４回目では大阪市内の10体の

ゆるキャラが集合。外国人にも大人気。中には盲

ろう者も入り、他の盲ろう者にも大人気で触ら

れっぱなし。おにごっこは基本４人くらいのチー

ムでなんばのまちの５つのポイントを回ります。

毎回テーマやポイントなどを変えています。１回

目は道頓堀遊歩道のとんぼりリバーウォークで全

員参加の綱引き⇒２回目：バックトゥーザフュー

チャー＆船上ロックコンサート⇒３回目：リバー

プレイスでお笑いラストイベント⇒４回目：大阪

市内となんばゆかりのゆるキャラ10体が大集合⇒

５回目：ハロウィンテーマで最後はぬらりひょん

を倒す！。今回はレトロ学園。なんでもレトロが

良いと言ってエレベーターなどのバリアフリーを

否定する校長をぎゃふんと言わせる。実はエレ

ベーター無しの木造天守閣が予定されている名古

屋城がモデル。レトロとバリアフリーは両立する

んです！が隠れテーマ。名古屋からもたくさんの

参加がありました。 

 

「分かりにくいのは私だけじゃない…」 

(参加者感想より) 

今年は盲ろう者だけで10人ほど参加して、皆さ

んとても楽しかったと喜んでくれていました。

LINE が当たり前の時代に沿った素晴らしい企画

でしたね、盲ろう者はほとんどが LINE できないし、

知らなくて、手引き者が頑張ってくれてました。

大変だったけど楽しんでくれていたようです。今

年はエリアも広くなり、あまり行かないところが

少しですが、わかってきた気がします。パークス

は何度行っても苦手です。パークス、シティ、ど

ちらも健常者でもエレベーターの位置や上への行

き方がわかりにくいこともわかりました。私だけ

じゃないと（笑） 

 

遊びながらまちを調査する、開拓する！ 

おにごっこは2012年の梅田おにごっこが最初で

参加者は180名でした。 

ＮＰＯちゅうぶの通所活動の中で、梅田地下街

で電動車いす同士でかくれんぼ的なおにごっこを

やっていたのがヒントでした。梅田の地下街、ビ

ルの中にある面白いポイントを探して、最後にみ

んな集まって優勝を決める！ってのが最初の取組

み。梅田地下街は実は日本一の広さ。かなりバリ

アフリーですが、ちょっと分かりにくい。そこを

逆に面白がる企画。何度も通ってい

るのに実は気がついてないポイント。
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視覚障害者でないと気づかない音声

案内、秘密の便利なエレベーター、

天気案内のあるエレベーター、まち

のど真ん中にある神社、地下にある石垣などなど

を探し、最後はスカイビルに集合しました。やっ

てみて結構面白かったので、味をしめて？新世界、

阿倍野（天王寺）、そしてなんばと続きました。新

世界は天王寺動物園の協力も得て園内で遊び、コ

テコテの新世界もぶらぶら。改めて分かったのは

車いすトイレの少なさ。串カツ食べてビール飲ん

で・・・トイレがない！ 阿倍野ではど真ん中の

交差点にかかる歩道橋がバリアフリーになったの

を記念して輪になってみんなで歩きました。阿倍

野おにごっこでは、エレベーターや車いすトイレ

の場所が分かりにくいのでマップを作りました。

せっかくバリアフリー設備があっても表示がない

と外出に慣れた障害者でも迷います。当日はいか

に楽しむか！に集中しますが、企画の中にも大阪

の歴史やバリアフリークイズ、手話体験や視覚障

害体験などもこっそり忍ばせています。 

 

商店街の協力で、車いすトイレマップも作成 

ＮＰＯちゅうぶ（2015年まで中部障害者解放セ

ンター）は重度の脳性マヒ者が中心となり1970年

代から活動していますが、事務所を現在の場所に

構えて35年。交通まちづくりにも積極的に関わっ

ています。当初は｢そよ風のようにまちに出よう｣

運動があり、階段だらけの駅の電車、ステップの

高いバスに乗り込み、駅員や運転手と時にはもめ

ながら、街ゆく人の協力も得て外出していました。

電動車いすが増えてからはエレベーター設置が必

須となり、大阪府福祉のまちづくり条例の後押し

もあって、バリアフリー化は大きく進みました。

でも大規模な商業施設だけではなく、身近な施設

がバリアフリーでないと実際の生活では意味があ

りません。大阪には障大連（障害者の自立と完全

参加を目指す大阪連絡会議）という障害の種類を

超えたネットワークがあります。大

阪府や大阪市、交通機関との協議も

していますが、交通まちづくりに関

心をもつ人を増やすこと、たくさんの障害者が集

まるからできる何か面白い事、地域の人に障害者

問題を発信できる新しい取り組みはないか、と考

えるなかで「おにごっこ」企画がスタートしまし

た。 

2014年に、たまたま難波の千日前商店街から「バ

リアフリーマップを作るので協力してほしい」と

いう話がありました。車いすトイレ（多機能トイ

レ）については当初、「道頓堀周辺は、車いすトイ

レの過疎地」と誰もが思っていました。ところが

調べていくうちに出るわ出るわ、道頓堀約200メー

トルの間でも10か所を超える車いすトイレが！最

終的にはなんばエリアで約50か所も見つかりまし

た。過疎地どころかある意味「車いすトイレパラ

ダイス!?」。商店街とのコラボでできた特製の「み

なみバリアフリートイレＭＡＰ」は、大人用ベッ

ドのあるトイレやオストメイト情報も写真付きで

紹介しています。改めて「せっかくあるのに場所

が分からない＝使えない」トイレが多いと分かり

ました。 

 

自由な外出は、自立生活の第一歩 

大阪は今では地下鉄、ＪＲ環状線などの駅はエ

レベーターがあり、大阪市バスも100％ノンステッ

プバス。コンビニなどはほぼバリアフリーで車い

すでどこでも行けるまちなのです。だからと言っ

て障害者みんなが行きたいところに自由に行けて

るのか、というとまだまだ限定的です。車いすで

は入れないお店もたくさんあります。特に車いす

が２名、３名となると厳しい。お好み焼き、ラー

メン、串カツ…狭い店も多く、課題はいっぱいあ

ります。大阪のまちは障害者がどんどんまちに出

ることを通じてバリアフリーになってきたという

経過があります。でも「根性がないと外出できな

い」状況は変える必要があります。ＮＰＯちゅう

ぶにも、ヘルパーを使ってるのに、一度もなんば、

道頓堀には行ったことがない若い障害者がいまし

た。一度体験してみると次からは行けるようにな

るもんです。 
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「なんばはもう嫌だ！」 

2017年、なんばの地下街～観光地バリアフリー

ルートについて社会実験をした時の、ある学生の

感想です。健常者が車いすに乗り、地下鉄や近鉄

なんば駅から地上へ上がります。「駅員に聞かな

い」「表示や地図だけを見ていく」がルール。のべ

120名の参加者が複数のルートを歩くのですが、み

んな予想以上に迷っていました。階段を使えば10

分で行けるところが30～40分かかる上に、「まさか

こんなに迷うなんて」と間違えたショックが大き

かったようです。エスカレーター、階段ルートと

エレベータールートが東西逆で表示もない場所で

は全チームが迷いました。階段は見ればすぐ分か

ります。ところがなんばの地上⇔地下街のエレ

ベーターは民間ビルの中にあります。エレベー

ターがあるかどうか、地下街とつながっているか

どうかは、表示がないと分かりません。そこで・・・ 

 

無いなら貼ろう！  

160か所に自作のエレベーター案内表示  

2016年のなん

ばおにごっこで

は、数日間限定

ながら、なんば

の駅・地下街の

全ての階段入口

（地上・地下）

と、エレベーターのあるビルに、自作のエレベー

ター案内表示を貼りました。貼るポイントから最

寄りのエレベーターまでの距離を一箇所ごとに測

り、１枚１枚その場に合わせた案内表示を作成、

エレベーターマップとともに掲示したのです。そ

の後、各ビルを回って、大阪市と一緒にエレベー

ター表示のお願いをしました。多くのビルでエレ

ベーター表示の改善が図られました。ただビル地

上正面の表示はハードルが高く、「行政が主導して

ほしい」が全ビルの意見でした。 

 

大阪府の福祉のまちづくり条例にエレベー

ター表示に改善が入りました！ 

今回の福まち条例では、ホテルの

バリアフリー化などと並んでバリア

フリールートの改善もガイドライン

に入りました。具体的な表示の改善例となんばお

にごっこが紹介されました。バリアフリーなまち

づくりは行政、民間業者、障害者などがきちんと

連携できることが重要です。表示問題に取り組ん

で一番感じたことは「健常者にはエレベーター表

示の必要性がなかなかわからない」です。健常者

も車いすに乗って移動するとエレベーターの分か

りにくさ、小ささ、表示の大切さが身に染みて分

かります。多くの障害者は目的地に着くまでに疲

れてしまっています。エレベーターや車いすトイ

レは「あればＯＫ」ではないのです。せっかくあ

るのにもったいない！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●次になにやろ!?  

大阪のおもろいとこ、バリアフリー情報をだれ

もが簡単にネット検索できる１分ＭＯＢ動画を作

りたい。「大阪城天守閣には車いすで上がれるの？

どんな景色が見れる？」「車いすで入りやすいお好

み焼き屋はある？」を障害者が実際に行って、調

べて、説明します。Ｍ＝めっちゃ（みんなの）、Ｏ

＝おおさか、Ｂ＝バリアフリー。フラッシュモブ

のモブ。検索して、どんどんまちに出よう！ こ

うご期待！ 
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楽しく健康を維持しよう 
～高齢障がい者の身体活動～ 

  
 常葉大学 

非常勤講師 大胡田 茂夫 
 

はじめに 
Ａさんはもうすぐ60歳になります。四肢麻痺が

あり立位バランスは不安定ながら、歩き軽く走る

ことができます。また言語や、理解力・判断力に

軽度の課題があります。この執筆依頼を受けて、

直ちに脳裏をよぎったのはこのＡさんのことでし

た。 

Ａさんは、現在障がい者スポーツ指導員として、

スポーツ教室での指導を始め、スポーツクラブ等

で卓球、フライングディスク、ボウリングに取り

組み、また各種研修会・講習会などフットワーク

も軽く参加しています。地元では地域の活動にも

よく顔を出し、役割も担っています。私たちは一

か月に２～３度スポーツをとおして会う機会があ

ります。後日、Ａさんから毎回そのときどきの感

想や感謝の気持ちを自筆でしたためた封書をいた

だきます。このＡさんから感じることは、不自由

な日常生活を強いられながらも、それを苦にして

いる様子もなく、Ａさんなりのライフスタイルの

もと、明るく楽しく生き生きと歩んでいる姿です。 

今回は、Ａさんのような高齢で障がいのある方

が、体力を維持し日々の活動を無理なく拡大しつ

つ、楽しく健康的な毎日を送るため、「こんなこと

をやったら良いのでは？」といった視点から考え

ます。 

 

１．高齢障がい者の健康づくり 
１）基本的な留意点 

私たちが日々健康で楽しく豊かな生活を送るた

めには、個人に適応した運動・スポーツや食事、

休養・睡眠などに留意し、しかもそれぞれが調和

し協働していることが不可欠です。その内、運動・

スポーツは健全な心身の発育・発達をもたらし、

体力の維持・向上および健康増進にとってきわめ

て大きな役割を担っています。 

一方で、高齢障がい者はその障害のため日常の

活動や運動を行うことに幾多の困難な制約を受け、

障害そのものによる一次的障害に加え、そのため

に起こる日常の活動量の低下・減少により、体力

が低下し精神的・社会的にも課題を背負うなどの

二次的障害を引き起こすリスクがあります。さら

にはその障害に加齢が加わわることで、ますます

このスパイラルを増長するリスクが高まることが

推測されます。 

 

２）体力を高め、健康であるために 

日本人の「平均寿命」は男性81.25歳、女性87.32

歳(2018年)、また介護を受けたり寝たきりになら

ずに日常生活を送れる期間を示す「健康寿命」は、

男性72.14歳、女性74.79歳(2016年)です。厚労省

はこの健康寿命を2040年までに、男女ともさらに3

年以上を延ばす目標を掲げています。 

この平均寿命や健康寿命が延びてきていること

は、生活水準の向上や健康教育の充実・浸透など

多くの要因が考えられますが、その一つに体力の

向上があります。毎年、体育の日前後にスポーツ

庁より体力テストの結果が発表され、それによる

と、高齢者の体力は年々着実に延びています。こ

の高齢者の体力の向上について、同庁は「高齢者

が健康を強く意識し、ウォーキングや運動などを

実施する機運が高まっている」としています。 

私たちは、健康を維持し増強するためには、そ

のことを意識して、日々の活動に取り組む必要が

ありそうです。 

  

３）体力づくりと目的意識 

先日あるテレビ局で、現役のプロレスラーの日

常生活や鍛錬の様子を紹介するド

キュメンタリー番組がありました。

そのレスラーは、新潟で活動してい
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るグレイト小鹿氏で御年77歳です。

また、80歳でエベレスト登頂を成し

遂げた三浦雄一郎氏の偉業は記憶に

新しいところです。彼らの強靭な体力・気力には

驚愕の念を禁じえません。その一方でこの２名に

及ぶまでもありませんが、私の回りにも、各種の

マスターズ競技を目指してトレーニングに励んだ

り、３千メートル級の山行のため、その準備に余

念がない方など多くいます。 

これらの方から教えられることは、年齢に関係

なく体力や運動能力は日々の身体活動をとおして、

維持・強化できるということです。そして、大事

なことはその身体活動の実践を可能にしている要

因は、目指すものや目標があり、それを達成させ

るための努力を惜しまず、生きがいとして打ち込

んでいることです。これらのことは年齢を感じさ

せない「若返る」、「心の若さ」が獲得できること

を示唆しています。 

私たちは、常に何かに向かってうち進んでいる

ときは、高いモチベーションを持続することがで

き、自信に満ちた活動を続けることができるもの

と思います。 

 

２．楽しく健康を維持するための活動 
１）健康づくりの基本 

高齢者が楽しく健康を維持するためには、「とに

かく動き、そして出かけ、そこで活動すること」

だと聞いたことがあります。それを実現させるた

めには、日々の活動を無理することなく余裕を

持って、前向きに取り組むことかもしれません。

身の回りのことでできることは率先して自分自身

で行う。旅行、囲碁・将棋やカラオケなどの趣味

活動や教養講座へ気心知れた仲間同士、積極的に

参加し受講することなどがありますが、その内い

つでもどこでもできる身近な活動として運動・ス

ポーツがあります。 

その運動・スポーツ活動で、高齢者の行うスポー

ツ活動と一般のスポーツを比較してみると、「目的、

方法、意義などには相違はなく、高齢障がい者で

は、障害によりできないことがあることを理解し、

また医学的配慮が必要な場合がある」ということ

に集約できます。したがって、高齢

障がい者が運動・スポーツ活動を実

施する場合は、障害やその重症度に

配慮した安全・安心なプログラムを策定し、実践

活動につなげることが求められます。また、その

プログラムは障害そのものや合併症を悪化させる

ことなく、リハビリテーション効果も期待できる

内容が望ましいと考えます。 

 

２）健康づくりのための運動・スポーツとは 

ここでは、厚労省が国民向けにホームページで

発信している、「健康づくりの運動指針（例）」を

参考にさせていただきます。その指針では、①有

酸素性運動、②レジスタンス運動（筋力トレーニ

ング）、③柔軟性運動（ストレッチ）を推奨してい

ます。これらを実践することで、生活習慣病リス

ク軽減や体力向上などの身体的効果および抗不安

作用、生きがいづくりなどの心理的効果、さらに

は社会・経済的効果などが期待できるとしていま

す。また、運動所要量の身体活動の目標に対応し

て、「歩こう、一日一万歩」を標語に、エネルギー

消費の観点から、一日の歩数の総和として、8,000

歩から10,000歩を推奨しています。 

◎有酸素性運動 

この運動形態は無理をしないで、自分のペース

で持続的にできる運動の総称といえるものです。

この形態での運動を続けることで、心肺機能を維

持、増強しつつ身体の活動性や適応能力および免

疫力なども高めることが期待されています。最大

のメリットはケガをするリスクが低いこと、デメ

リットは少し面白さに欠けるところでしょうか。

多くの高齢者がラジオ体操、ストレッチ、ウォー

キング（ジョギング）、サイクリング、水中ウォー

キングなどで汗を流しています。これらは高齢障

がい者も気軽にできる最適な運動となります。 

◎レジスタンス運動（筋力トレーニング） 

近年、高齢者の生活での課題として、加齢とと

もに筋力や心身の活力が低下する、「フレイル」の

現象があります。このフレイルは、日常生活を自

力で送れる状況から介護を受ける手前の時期に当

たり、これを防止するため、筋力を維持し鍛える

ことの重要性が指摘されるようになりました。 

私たちは、加齢に伴い身体活動量が低下します。

それにより、筋力や筋肉量が低下（サルコペニア）

し、運動機能障害（ロコモティブシンドローム）

から、寝たきりになることなどが懸念されます。

これを防止するためには筋力づくりが必要となり
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ます。近年の研究では、従来の筋力トレーニング

の効果に加え、筋細胞から産出される生理活性物

質（マイオカイン）の働きなどにより、筋肉量を

増しつつ、がん細胞の増殖を抑え、うつ症状や認

知症予防に期待されるなど、健康寿命を延伸する

可能性があることなどが報告されています。 

筋力トレーニングには、ダンベルやセラバンド

などの用具を使用する場合や、腕立て伏せやスク

ワットなど、自分のウェイトを使用する場合、ま

た大掛かりなトレーニングマシンを使用する場合

などがありますが、高齢障がい者では、安全性を

最大限考慮すると、自分の体重を負荷として実施

する方法が最も望ましいと考えます。一方、日々

の活動をとおして筋肉を働かせ、自然に筋肉量を

増やし筋力を強化させることも可能で、むしろこ

の方法が高齢障がい者にとって適しているかもし

れません。 

◎柔軟性運動（ストレッチ） 

身体が柔らかいと、うっ血を防止し血流を促し、

またケガの防止や活動量（パフォーマンス）を上

げるなどの効果が期待できます。特に高齢になる

と筋や腱・靭帯の弾力性が失われ、関節そのもの

の円滑性が低下することから、身体全体が固くな

り、それが長期にわたると、体幹姿勢への影響が

懸念されます。 

したがって、高齢障がい者にとっては筋肉の柔

軟性のため、筋や腱の拘縮予防のためにもスト

レッチを実施することが望まれます。基本的には、

座位や臥位での安定した姿勢で、少し反動（弾動）

を使った動的なストレッチの場合は、楽に呼吸が

できリラックスしやすく、血圧への影響が小さい

など安全性に優れます。 

   

３．まとめ ～健康づくりを意識した活動～ 
高齢障がい者にとって楽しく健康を維持するた

め、これまで述べてきたことを取りまとめると、

「動くこと、出かけること、活動すること」に帰

結します。ただその活動の内容は、障害とその程

度およびその時の体調などに十分配慮することや、

時として活動する上で生じる精神的な緊張や不安

感（ストレス）への対応も考慮する必要がありま

す。ここに、健康を維持するための活動について、

その概要のみ例示します。 

①無理のない運動・スポーツをとおして、体力の

維持・増強を図りましょう 

・スポーツ・・・・・・これまで

に好んで実施し、経験のあるス

ポーツを中心に 

・有酸素性運動・・・・歩ける方は歩行運動、

車いすの方は車いすでの自走を中心に 

・筋力トレーニング・・立位の方は手すりを把

持してのスクワットや踵あげ運動、他 

車いすの方は、膝の進展や引き上げ運動、他 

・ストレッチ・・・・・座位で、両腕の挙上や、

体の前屈・側屈、他 

背臥位では、全身の伸張、膝の屈伸、お尻の

ひねり運動、他 

②何か目指すもの、目標を持って、それを達成す

べき活動をしましょう 

③気心知れた仲間と、趣味活動やボランティア活

動をしましょう 

④地域で開催されるイベントなどに参加しましょ

う 

⑤なるべく人と接する機会を設けましょう 

これらの活動を無理することなく自発的にでき

るときにできることを実施することで、生活にリ

ズムが生まれ、メリハリのある生活を楽しみなが

ら、心身の健康の維持・強化を図ることができる

と考えます。 

 

おわりに 
今や「人生100年時代」といわれます。この長い

人生を有意義に、豊かで、楽しく毎日を過ごすた

めには、身も心も健康であり続けることです。 

しかし、高齢障がい者がひとりで健康づくりを

目的とした活動を行うことには困難を伴うことも

あります。そのような場合は、周囲からの支援、

手助けが不可欠です。家族を始め、友人、ボラン

ティアの方などはいつものとおり温かく見守りな

がらも、必要な時は、躊躇なく直接手を差し伸べ

てください。 

最後に、古希を迎えた私は高齢障がい者と交流

する中で、多くの皆さんが周囲からの「ナッジ」

や支援、手助けを快く受け入れ、それに対して感

謝の気持ちで応えられる成熟した心の持ちようで

いることを知り、そしてその皆さん

から「健康」のお裾分けをいただい

ています。 
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「読書バリアフリー法」と 
公立図書館の障害者サービス 

 
 

元東京都町田市立図書館 

館長 守谷 信二 
 

 

ぶらりと入る行き付けの図書館。まず新刊書の

コーナーをチェックして、それからお目当ての雑

誌や好みの本が並ぶ書架へ。前には気付かなかっ

たが、こんな本もあったのかと思わず手に取る一

冊。予約しておいた本も合わせると、２週間では

とても読み切れそうにないのだが、それでも何だ

か満ち足りた気持ちで貸出カウンターへ。でも、

こんな図書館利用の醍醐味を、十分に味わうこと

の出来ない人びとがたくさん存在します。  

昨年6月21日、「視覚障害者等の読書環境の整備

の推進に関する法律」（いわゆる「読書バリアフ

リー法」）が衆議院本会議で可決、成立しました。

さまざまな障害により読書の楽しみや必要な情報

から遠ざけられている人びとが、図書館を使って

自由に本を読み、情報を獲得することができるよ

うな社会にする、その大きな第一歩がこのたびの

「読書バリアフリー法」です。 

この機会に、公立図書館で行われている障害者

サービスの現状や課題、そしてこの法律の概要と

意義について述べてみたいと思います。 

 

公立図書館の障害者サービス 

自治体が設置する公立図書館は、市民が必要と

する資料や情報を、いつでも、どこでも、だれに

でも提供することを使命としていま

す。民主的な社会の維持・発展を支

える公共財として、また市民の知る権利を保障す

る機関として、その役割は今後ますます大きなも

のとなるでしょう。 

そうした図書館の中でも、障害者サービスは核

心的に重要なサービス分野です。視覚障害をはじ

め肢体不自由や発達障害などで活字資料をそのま

までは利用できない人びと、また寝たきりや施設

入所者、入院患者など、図書館への来館そのもの

が困難な人びとこそ、日常的に資料・情報をもっ

とも必要としているはずです。図書館には、そう

した人びとが健常者と同様に読書を楽しみ、必要

な情報を入手することができるようにする責務が

あります。 

では、いまどのようなサービスが図書館で行わ

れているのでしょうか。主な障害者サービスの内

容をみておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 サービス拠点となる奉仕ルーム（町田市立図書館）
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（１）障害者サービス用資料の収蔵 

録音資料（テープ図書・テープ雑誌、音声デイ

ジー図書・マルチメディアデイジー図書など）、点

字資料、拡大写本、大型活字本、さわる絵本など

が、障害者サービス用資料として自館作成や購入、

寄贈等により収蔵されています。 

デイジー図書とは、印刷された本を読むことが

困難な人が、文字・音声・点字・画像など自分の

読みやすい方法で読むことができるよう、国際規

格に則って作られた電子図書のことです。 

 

（２）郵送等による資料の貸出・返却 

自館の収蔵資料に加えて、他館からの借用資料

や一般の活字資料も含めて、郵送や宅配による貸

出・返却サービスを行っています。 

 

（３）対面朗読サービス 

職員や朗読ボランティアが、指定された資料を

利用者の目の代わりとなって、対面で音読する

サービスです。 

 

（４）その他の事業 

他に、障害者用機材の貸出、ボランティア等の

育成のための講習会・研修会の開催、対外向けの

PR 活動なども行われています。 

次に、実施状況はどうでしょうか。 

現在、わが国の図書館設置自治体数は1,380自治

体、館数は3,200館余りですが、国立国会図書館が

行なった最近の調査「公共図書館における障害者

サービスに関する調査研究」（平成30年8月）によ

れば、確かに障害者サービスとしての実績がある

といえる図書館は、地域的な偏りはありますが、

平均すると全体の２割にも満たないという厳しい

結果が報告されています。 

その直接的な原因としては、図書館予算の削減

による資料費不足や職員体制の未整

備、サービスの PR 不足などが考えら

れます。しかし何よりも大きな要因

は、自治体トップや行政職員、議員等による、図

書館自体や障害者サービスに対する認識の浅さで

す。本調査報告の最終章「障害者サービスのこれ

から（実態調査から見えてきたこと）」は、次のよ

うな文章で結ばれています。 

「図書館の障害者サービスはこれからの10年で

大きく変わることが予想される。IT などの技術の

進展はこれを後押しするであろうし、職員や予算

の減少、音訳者などの図書館協力者の高齢化は後

ろ向きの要素である。障害者サービスは専門知識

のある職員と高い技術を有する図書館協力者、そ

して何より利用してくれる利用者がいて大きく進

展できる。また、技術革新はもちろん、法律や制

度の整備によっても飛躍的に変わる可能性を持っ

ている。そういう意味でも、まだまだ発展途上の

ものであり、今はほとんど実施していなくても、

10年後に先進館になることも十分可能である。」 

こうした事実を、まず首長や行政職員、議員等

がしっかりと認識し、共有する必要があります。 

 

「読書バリアフリー法」とは 

日本視覚障害者団体連合（旧 日本盲人会連合）

など関係団体の長年の努力により、昨年可決成立

した「読書バリアフリー法」は、2016年4月に施行

された「障害を理由とする差別の解消の推進に関

する法律」（いわゆる「障害者差別解消法」）とと

もに、障害によって読書の自由が妨げられること

のない社会を築くための礎となるものです。全18

条からなる本法の概要は次の通りです。 

まず、第１条の「目的」には、「視

覚障害者等の読書環境の整備を総合

的かつ計画的に推進し、もって障害
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の有無にかかわらず全ての国民が等

しく読書を通じて文字・活字文化の

恵沢を享受することができる社会の

実現に寄与することを目的とする」とあります。

そのために「基本理念」を定め、国や地方自治体

の責務を明らかにし、「基本計画」の策定や「基本

的施策」の実施を求めています。 

「基本理念」では、①視覚障害者等が利用しやす

い電子書籍の普及をはじめ、点字図書や拡大図書

などが引き続き提供されること、②それらの量的

拡充と質の向上が図られること、③さまざまな障

害の種類・程度に応じた配慮がなされること、の

３点が掲げられています。 

また、国や地方自治体に対しては、施策を総合

的に策定・実施することが責務として明記され、

第6条では、政府に施策の実施に必要な財政上の措

置を講ずることも義務付けています。文部科学大

臣と厚生労働大臣には、施策の総合的かつ計画的

な推進を図るための「基本計画」を策定すること、

また地方自治体にも同様の計画を策定する努力が

求められています。 

さらに第９条から第17条には、以下のように「基

本的施策」が掲げられています。 

①視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の

整備等 

・アクセシブルな書籍や電子書籍等の充実  

・円滑な利用のための支援の充実  

・点字図書館の取組の促進 など 

②インターネットを利用したサービスの提供体制

の強化 

・アクセシブルな書籍や電子書籍等の円滑な利

用のためのインターネットによる全国的な 

  ネットワークの運営への支援  

 ・関係者間の連携強化 など 

③特定書籍及び特定電子書籍等の製

作の支援  

・著作権法の規定により一般の書籍や電子書籍

を、視覚障害者等が利用できるように製作す

る場合の基準の作成や質の向上のための取組

への支援  

・出版社から製作者へのテキストデータ等の提

供促進のための環境整備への支援 など 

④アクセシブルな電子書籍等の販売等の促進等 

・技術の進歩を適切に反映した規格等の普及の

促進  

・著作権者と出版者との契約に関する情報提供  

・出版者から書籍購入者に対するテキストデー

タ等の提供促進の環境整備に関する検討への

支援 など 

⑤外国からのアクセシブルな電子書籍等の入手の

ための環境の整備 

・視覚障害者等が利用可能な著作物を締約国間

で相互に利用可能とするためのマラケシュ条

約（わが国でも2019年1月から発効）に基づく

相互体制の整備 など 

⑥端末機器等及びこれに関する情報の入手の支援 

⑦情報通信技術の習得支援 

⑧研究開発の推進等 

⑨人材の育成等 

最後に第18条「協議の場等」では、文部科学省、

厚生労働省をはじめとする関係各省庁、国立国会

図書館、公立図書館等、点字図書館、ネットワー

ク運営者、ボランティア団体、出版者等の関係者

による協議の場の設置と、相互の連携協力に関し

て必要な措置を講ずることも明記されています。 

このように本法は、公立図書館における障害者

サービスがさらに広範に、より充実した内容で実

施されるために、画期的な役割を果たすものであ

ることは間違いありません。ただし、あくまでも

基本法であり、実際に立法の趣旨に見合うような
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社会を実現するためには、国や自治体をはじめ各

関係者、関係機関が具体的な行動を粘り強く積み

重ねることが不可欠です。サービスを中心的に担

う公立図書館には、これまで以上に大きな役割と

重い責任が課されたと言えます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年の公立図書館状況 

いま、全国の公立図書館は大変厳しい状況に晒

されています。日本図書館協会の統計によれば、

1998年をピークに資料購入費は約23％削減され、

専任職員数に至っては35％も大幅に減少していま

す。さらに近年では、図書館の管理・運営を丸ご

と民間事業者に委ねる指定管理者制度の導入も進

められています。 

市民の税金で作られた公共施設は、誰もが平等

に利用できるよう、公正に運営されなければなり

ません。そこで管理・運営は市が直接行う直営方

式か、委託する場合も、市が出資する財団や公的

団体等への管理委託方式に限られていました。 

ところが、「官から民へ」の流れの中で、2003

年の法改正で管理委託が廃止され、民間事業者（株

式会社や NPO 法人など）の参入を可能とする指定

管理者制度が新設されたのです。最新の調査（2018

年4月1日現在）によれば、全国の市区町村立図書

館3,219館のうち、2017年度までに指定管理者制度

を導入している館は、238自治体、551

館（17.1％）です。 

図書館への指定管理者制度導入を

進める自治体の多くは、「民間事業者の柔軟な発想

によるサービスの向上」や「効率的・効果的な運

営による経費の節減」の２点をメリットとして挙

げます。ところが、近年の研究では「サービスの

向上」も「経費の削減」も、実際には当初の思惑

通りの結果が得られず、一旦導入したものの直営

に戻す自治体も複数現れているのが実状です。 

非営利の図書館運営から民間事業者が収益を得

るためには、自治体から支払われる指定管理料の

うち必要経費を限りなく圧縮して余剰を生み出す

ほかありません。契約社員の人件費をできる限り

低く抑えるとともに、図書館にとってどんなに重

要でも、外から成果の見えにくい地味な業務には

あまり手を掛けない、ということになりがちです。

障害者サービスなどは、まさにそうしたサービス

の典型にほかなりません。 

市営プールや公営駐車場など公共施設によって

は、指定管理者制度がうまく機能する場合もむろ

んありますが、公立図書館のように営利を目的と

せず、しかも市民の知る権利や読書の自由に深く

関わる施設は、自治体が直接責任をもって管理・

運営に当たるべきものです。図書館職員は、自信

と勇気をもって、このことを行政内部や社会に向

けて強く主張していかなければなりません。 

障害者サービスのいっそうの充実を求める皆さ

ん、本を愛し図書館を愛する多くの市民とともに、

公立図書館の真の発展のためにぜひ声を挙げてい

ただきたいと思います。 

 

録音室（手前）と対面朗読室Ａ・Ｂ（奥側）
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公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 

■ 個⼈会員制度のご案内 ■ 
・年 会 費：賛助会員 ￥ 3,000- 

      会  員 ￥10,000- 

※ご入会月より起算して１ヶ年となります。 

・会員特典：個人会員には次の特典があります。 
 

賛助会員 

・会員専用ウエブページへのアクセス(パスワードはメールにより通知) 

・総合リハビリテーション研究大会のメーリングリスト等による案内と参加費の無料化 

・各種セミナー、シンポジウム等のメーリングリスト等による案内と参加費の無料化 

(当協会行事のみ、戸山サンライズは除く) 

・当協会が発行する種々の無料報告書についてメーリングリスト等による発刊案内と無料提供 

(先着順、無くなり次第終了) 

・ＤＩＮＦ(障害保健福祉研究情報システム)ニュースの送付 
 

会  員 

・月刊「新ノーマライゼーション」の購読 

・総合リハビリテーション研究大会の報告書の贈呈 

・会員専用ウエブページへのアクセス(パスワードはメールより通知) 

・総合リハビリテーション研究大会のメーリングリスト等による案内と参加費の無料化 

・各種セミナー、シンポジウム等のメーリングリスト等による案内と参加費の無料化 

(当協会行事のみ、戸山サンライズは除く) 

・当協会が発行する種々の無料報告書についてメーリングリスト等による発刊案内と無料提供 

(先着順、無くなり次第終了) 

・ＤＩＮＦ(障害保健福祉研究情報システム)ニュースの送付 
 

● 下記ホームページよりお申し込みください ● 
https://www.jsrpd.jp/static/kaiin/kojin.html 
手続き終了ののち、ご自宅宛に請求書を郵送いたします。 
会員特典は、年会費のご入金確認日以降ご利用いただけます。 

問い合わせ先 

 公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会  

 TEL：03-5273-0601 FAX：03-5273-1523 E-mail：soumu@dinf.ne.jp 

担当：総務部 栗山・村上 
  




