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● インターネットでも「機関紙やしお」を閲覧することが出来ます ●
　 みんなねっとで検索し栃木県をクリックして下さい。

この機関紙は、赤い羽根共同募金
配分金により発行しています。

No.110

昨年2月に開催予定だったみんなねっと関東ブロック会長会議が、コロナ感染拡大によって中止となって
いました。その後、他県連からオンラインによる開催の要望が出され、11月27日（金）Zoomによるオンラインで
開催されました。栃木県が議長県となりそれぞれの事務所・自宅から役員１６名が参加しました。会議は、
参加者の自己紹介、各都県連の活動報告の順で行われました。

 【 医療費助成の取り組みについて 】
①茨 城 県：昨年4月から手帳1級対象のマル福が始まって1年半が経ち検証した。当初、1級のマル福対

象者は1,100名が見込まれたが、実際は753名であった。理由は、対象者に対するPR不足。
また、手帳2級所持者への拡大については来月、県議会議員と共に深堀りして行く。

②千 葉 県：平成28年度より、家族会への医療費の実態調査を実施。街頭を含め会員による署名活動、
知的・身体等の関係団体の賛同署名で沢山の署名を集めた。各単会による各町村議会への請
願活動の結果、平成30年7月千葉県議会で請願が満場一致で採決。令和2年8月より他の障害
者と同様に精神障害者もこの制度の対象とし、全ての市町村で実施されることとなった。
対象範囲は：①精神保健福祉手帳１級所持者
　　　　　  ②一般科・精神科問わず全科
　　　　　  ③通院・入院（但し、窓口負担として1日300円を支払う）

③神奈川県：昨年12月8日の県議会で満場一致で採択。予算化に向けて動いている。現在は1級だけだが、
各自治体によっては1、2級まで進んでいる所もある。県と自治体が並行してやっている。

Zoomによるオンラインで ～みんなねっと関東ブロック会長会議～ 開催

会長会議に参加された役員の方々
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④埼 玉 県：手帳2級まで拡大を目指して活動してきたが、未だに予算化さていない。現段階の埼玉県の
回答は、必要であるという認識はしているが、17億の財源を毎年確保するのはハードルが
高いので、令和4年4月からの実施が出来ればという具体的な時期が出て来ている状況。
但し、埼玉県は精神科の入院医療費が対象外となっている。他の都県はどうか知りたい。

⑤栃 木 県：5年前に始めた。昨年度県内全市町の議会、県議会で要望が通り助成出来る体制にはなっ
たが、コロナの影響で進んでいないのが実情。千葉県では既に手元に届くということなの
で、市町の方に他県の状況を話して早く私達にも届くように話したい。

＊東京、群馬からの報告はなかったが、東京都は精神障害者保健福祉手帳1級所持者に対し、平成31年1
月1日から助成制度（マル障）を実施。群馬県は、障害年金の1級の該当者が助成対象となっています。

 【 交通運賃割引制度適用について 】
①茨 城 県：JR、私鉄の利用については現実的にあまり動いていない。相手側に面会させてもらえない。

コロナ禍で会場も取れないので、今後は手紙作戦でやって行きたい。
②神奈川県：県は3月末、意見書を採択。しかし、交通事業者がコロナで殆ど赤字。バス、鉄道共に今や

るのは止めて静かにしておくしかないと思っている。但し、昨年埼家連で牧原秀樹衆議院
議員（当時経済産業副大臣）と共に陳情したのは非常に良かった。牧原議員からは今後、
議員立法で進めてみたいとの提案があった。これからも自民党に頼むしかないと思う。

③群 馬 県：平成29年に県議会で採択となり、国への意見書を提出。令和2年は県内単会の協力を得て
前橋市、高崎市他8市町村で採択され請願を終えた。

④埼 玉 県：コロナの影響で動きは取れていないが、西武鉄道本社に要望書を2回提出。2回目の話し
合いには、常務さんと広報の方が出席してくれた。私鉄も沢山あって一社だけでは決めら
れないが、今後も話し合いは続けましょうとの回答であった。また、埼玉高速鉄道、埼玉
新都心交通伊奈線、ニューシャトル等埼玉県の声の掛かり易い部分について、埼障協と一
緒に要望書を提出。2年目となる今年は、事業者に委託をしており、昨年は意見が通りにく
かったが、要望に沿って活動して行きたい。

⑤栃 木 県：バスについては、栃木だけが他のところに比べて遅れており、医療費の件より前に運動を
始めたが、全然実を結ばない。最近は、行政でも多少後押しをしてくれるようになったが、
コロナの問題で、今のところ前に進んでいない。

 【 みんなねっと全国大会in東京について 】
東京都の眞壁会長より実施計画について説明がありました。

・日　　時：令和3年10月7日（木）～8日（金）
・会　　場：早稲田大学大隈大講堂・小講堂、小野記念講堂、国際会議場
・スローガン：「誰もが安心して住み続けられる社会を目指して」

その他、各県からの情報提供があり、次回の会長会議は令和3年5月、茨城県が議長で開催することを
決めて、定刻12：00に終了しました。

去る11月30日（月）に岩福連の下屋敷会長が、県家族会本部を
来訪され、当会では、会長・副会長・大越理事が対応しました。
下屋敷会長は、みんなねっとのホームページで「機関紙やしお」を

ご覧になり当会の活動に興味を持たれたそうで、来訪の目的は、盛
岡市家族会が昨年末に開始した家族相談事業を全県的に広める
ために、家族相談のノウハウをお聞きしたいとの事でした。
本県の家族相談は他県に比べて特に進んでいるわけではありませ

んが、本県の取り組みについての実情を説明しました。話のついで
に、当会の「機関紙やしお」には勉強になる記事が多いとのお褒めの

言葉を戴きました。嬉しい限りですが、これに満足せず気を引き締めなければと思っております。

トピックス NPO 法人岩手県精神保健福祉連合会（岩福連）
会長　下屋敷正樹氏来訪
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令和 2 年度　事業報告

「 本人・家族のための新しい統合失調症講座 」
12 月 18 日（金）「本人・家族のための新しい統合失調症講座」

の DVD 上映会が、宇都宮市総合福祉センター 10 階大会議室に
て開かれました。県の委託事業として行われた今回の学習会には、
役員・家族 18 名が参加しました。コロナ感染拡大の中、3 密を避け、
マスク、手の消毒、検温、会場の換気と感染防止対策をして行わ
れました。内容は、
PART1　統合失調症を知る：統合失調症の基礎知識（22分）

解説：佐竹直子（国立精神・神経医療研究センター病院）
PART2　医療の手立てを活かす

薬物療法（18分）：薬の特徴、副作用や適切な量、身体合併症を避ける
解説：渡邉博幸（千葉大学 社会精神保健教育研究センター）
心理社会的アプローチ（28分）：薬物療法以外のさまざまな治療法
解説：内野俊郎（久留米大学医学部神経精神医学講座准教授）

PART3　社会資源を活用して地域で暮らす
地域の社会資源を活用する（45分）：社会資源を活用して元気になる
解説：栄セツコ（桃山学院大学 社会学部社会福祉学科）

となっており、本人との向き合い方について、とても役に立つ内容となっていました。参加者からは、「具体
的で、解かりやすく参考になった。」「統合失調症について理解することが出来た。」「薬だけでは治らない
ことが分かった。」等、多くの感想が寄せられました。

家族相談員養成研修会について
去る 1 月 29 日に、午前の部「講義 2 コマ」午後の部「事例検討会」のプログラムで開催予定だった

「家族相談員養成研修会」はコロナ感染防止の観点からオンライン開催等模索しておりましたが、栃木
県に緊急事態宣言が発令されたことにより開催を断念し、資料の配布のみとしました。講義の資料内
容を簡単にご報告します。
講 義①　精神保健福祉センター 教育相談支援課 杉山 和平氏より「栃木県精神保健福祉センターにつ

いて」と題し、地域保健福祉活動の拠点機関としてのセンターの多岐にわたる活動について詳
細な資料を戴きました。この10年間で「こころのダイヤル」相談件数が5000件以上増えている
ことなど、コロナ禍の折、センターの重要さを再認識致しました。

講 義②　NPO法人ほっとスペースひだまり理事長　渡辺こずえ氏より「親亡き後の当事者の生活につい
て」3つの事例から、私たち親がこれから考えるべきポイントが明確に示されました。特に支援
者からご家族に伝えたいこととして「残すのはお金ではなく、人の縁を残していただけたらと
思います。」という一文が心に刻まれました。

コロナが収束した際には、直接お話がお聞きできればと思います。

宇都宮やしお会主催　ＤＶＤ上映会

県やしお会主催

Ⅰ  県 委 託 事 業
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令和2年10月21日（水）、栃木県精神保健福祉セ
ンターにて開催された中央大会は、コロナウイルス感
染防止のため午後の部のみの開催。講師に筑波大
学医学医療系社会精神保健学教授 斎藤環氏を招き
「オープンダイアローグ実践の日本における可能性」
という演題で講演会が行われた。講演はオンライン
アプリ「Zoom」を使い、個人などにも配信。私は足
利・佐野やしお会の17名の会員の方 と々ともに、安足
健康福祉センター大会議室で聞かせていただいた。

さて講演の内容についてであるが、オープンダイアローグは、フィンランドの西ラップランド地方で実
践されている統合失調症の治療である。24時間365日の訪問型の支援体制があり、当事者から相談依
頼が入ると、医師や看護師など専門職の支援チームが訪問、当事者や家族を含めこのオープンダイア
ローグが展開される。当事者の方々の病的体験、苦悩に対し、とことん傾聴をし、共感を示していくこ
とが、この対話のべースにある。オープンダイアローグに参加するみんなが平等性を保ち、困りごとに共
感していき、支援者は治療方針について話し合う。当事者はそこでヒントを得たうえで、自発的に今後
の方針を決断できるという発想である。

日本の精神医療において、治療の中心は抗精神病薬と言える。それゆえ私は初め、オープンダイア
ローグは慢性期の患者を対象にしているものと勝手にイメージしたが、なんと急性期精神障害者の治
療。抗精神病薬に多く頼らず、予後も良い傾向だという。「病的体験を詳しく聞きすぎない」と学習し
たものだが、その違いにも驚いた。それと同時に、人が熱心に関わっていくことへの可能性、希望も感
じられる内容であった。この講演を通し、別の参加者の方々からは、「貴重で具体的な話が聞けて良
かった。実践はなかなか難しそう。トライ＆エラーでやっていくしかないかなと感じた。」「そもそも24時
間対応とかチームの必要性とか、日本が経済的にできるのか。」「薬のいらない治療、早くできるとい
い！」など、希望や課題など様々な意見が聞かれた。

私自身、安足地区での開催準備にも関わらせていただいた。この準備はおよそ9月から始まったが、
Zoomとは何ぞやというところからスタート。ネット環境のある会場探しにも苦労したが、結果的に安足
健康福祉センターさんのご協力をいただいた。慣れないZoom操作ではあったが、県やしお会の皆様と
リハーサルを重ね、無事開催ができた。開催に関わった皆様に、感謝を申し上げたい。

そして、足利・佐野やしお会の会員17名の参加は、ここ何年かの中央大会では一番多い人数である。
それぞれが家庭の事情もあれば、当事者を支えるため遠出ができないという方もいる。お住いの近くの
会場で、また個人宅のネット環境で、貴重な講演を聞けたのは、非常に重要なことだと感じた。コロナ禍
において、家族会の核ともいえる、家族同士の交流の場が失われ、もどかしさも感じる中、この経験を
通し、新たな形での交流や学びの場が生まれたらと期待している。

中央大会 ～初のZoom開催に関わって～
石原　直人

後　記
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参　加　人　数・・・・・・・・・・・71 名
・栃木県精神保健福祉センター 38 名（講師・来賓含む）　・安足健康福祉センター 17 名　・オンライン 16 名

アンケートにご回答いただいた方・・・29 名
≪所属≫　家族（23 名）　当事者（2 名）　行政（2 名）　一般（1 名）　相談員（1 名）
≪年齢≫　30 代（1 名）　40 代（4 名）　50 代（2 名）　60 代（11 名）　70 代以上（11 名）
1. 斎藤先生の講演はいかがでしたか

・良かった・・・23 名　　・普通・・・5 名　　・良くなかった・・・1 名
感　想
◎今日来て本当に良かったです。対話にならないと思っていましたが、新しい発想の方法や技能を具体

的に伺い嬉しいです。取り組みたいと思います。
◎症状の言語化、言葉にすることによって症状が軽くなる。幻聴・幻覚も深く丁寧に聞く。何回も聞くこ

とによって内容が変わってくる。複数人数で対話する。とても参考になりました。
◎先生の医療方針が素晴らしく感じました。自分の子供も退院後、安定して過ごしています。
◎コロナの中、開催していただき感謝です。ありがとうございました。
◎親と子、1 対 1 でも参考になることがあると感じた。（全部は無理でもある程度）
◎日本では、なかなか難しいのでは…。
◎10 年位前からこの治療法があるという事を知っていたが、日本ではなかなか無理なのかと考えていま

したが、今日、改めて講演を聞いて、有力な治療法だと思いました。
◎理想的な印象もありますが、希望を持てる治療法の話でした。家庭の中でも取り入れてみたいです。
◎共感すること。否定しないこと。対話の大切さを学びました。

2. やしお会に対して希望すること（テーマ等）がありましたら教えて下さい
◎自分はピアなのですが、家族の方とも、もっと交流する機会を持ちたいです。
◎オープンダイアローグ（再）。当事者研究。
◎先進的医療を学ぶ事も大切ですが、もう少し足元から学べるテーマの学習がしたいです。
◎今後もこの方法だと宇都宮に行かなくても大勢参加できるのではないかと思います。
◎集まれなくても何らかの方法でコミュニケーションを取ることが出来ませんか？例えば LINE グループを

作って連絡を取りあうとか。
3. その他、ご意見がありましたらご記入ください

◎障害者を自立させるには？
◎リモートで開催するというのは初めての事で、手探りのことも多かったろうと思います。リモー

トでも、またこのような機会を設けて欲しいと思う反面、音声が聞き取りにくかったり、コ
ミュニケーションが取りにくかったりする点もありました。このご時勢、仕方のない事ですが、
やはり直接皆でお会いしたいものですね。

家 族 会に入りませんか？
やしお会では、ひとりぼっちの家族や当事者をなくすために、家族会への入会をお勧めしています。
詳しくは、事務局へご相談ください。（028-673-8404）

賛助会員も募集しています！
こころの病気をもちながら頑張っている当事者と家族の応援団になってくださる賛助会員を大

募集しています。賛助会員には、この機関紙を送付します。
会費は当会の活動に大切に使わせていただきます。どうぞ宜しくお願い致します。
賛助会員	 	 個　人　会　員　　１口	 		2,000 円
	 	 	 団体（企業）会費　　１口	 10,000 円
会費振込	 	 口　座　番　号　　００１８０－８－５１３３０７（郵便振替）

加入者名　栃木県精神保健福祉会　やしお会
〒３２９－１１０４　栃木県宇都宮市下岡本町２１４５－１３
栃木県精神保健福祉会　　　　　会　長　　興　野　憲　史

中央大会アンケート結果報告
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「さようならは、言わないよ」
病院に駆けつけるクルマのハンドルを強く握り、深呼吸をして「落ち着け」と自分に言い聞かせな
がら、父の好きな讃美歌「一羽の雀さえ」を口ずさむとすぐに漆黒の闇に吸い込まれた。
闇に向かいアクセルを踏んでいた時、すでに父は亡くなっていた。
父が永久の眠りについたその顔は微笑んでいた。光り輝いてあまりにも穏やかすぎた。ああ、天国
へ行ったのだろうな、と思えた。その亡骸の父の目から光るものが流れた時、私は思わず泣きじゃくっ
た。父の優しい「みっこ」と呼ぶ声がもう聴けない。物知りで何でも教えてくれた父とのお別れがと
うとうきたのだ。
戦後生まれの父は、その頃の人々がそうだったように、苦労して育ってきていた。
長男だった父は弟の大学進学の為に就職を選び、機械設計の職に就いた。私は、大卒の先輩が机の
上で図面を引くところ、父は頭の中でその図面を作ってしまうと会社の人から聴かされ父を誇りに
思った。
ところが、父は 33歳でくも膜下出血に倒れそのまま右半身付随の身体障がい者になった。母は、
仕事をしながら私たち 3人兄弟を育ててくれた。育児に大変でとても父にかまっいてられなかった母
は「その事がかえってお父さんのリハビリになったのよ」という。
父は、一人でなんでもできるようになっていた。歩くこと、縫いもの、クルマの運転、そして仕事
に通いだした。全てのことを片手片足でやってのけた。母がうつ病になった時には、家事さえ引き受
けた。その後弟や私が次々と統合失調症になり、両親には大変な苦労をかけたことは、悲しく申し訳
ないことだったと思う。
私が統合失調症の発症時、躁状態で高熱になり「今夜が山です」と医師に告げられた時、父は大声
をあげて泣いたという。私はそれを入院中の保護室で聞かされて泣いた。
洋楽を好んで聴いていた父だが、晩年は「美空ひばり」を好んで歌っていた。私は父の介護ベッド
を占領し父と一緒に歌ったり、アロマハンドマッサージをしたりして父の手に触れる時間が楽しかっ
た。父の右手はやっぱり凝り固まっていて、父の障がい者としての歴史を感じた。
お別れの日は、秋晴れの気持ちの良い一日だった。コロナ禍の中家族葬となったが、駆けつけてく
れた親戚の叔母たちは「みつまっさん、棺の中で穏やかな顔をしていて悲しいお別れではなかったわ
ね」と言った。
天国でまた会おうね、と約束していたからこそ終わりでなく希望のある告別式だった。
お父さん、私たちのために一生懸命生きてくれてありがとう。精一杯家族を愛し守ってくれてあり
がとう。私も障がいとうまく付き合いながら生きていくから、どうか天国から見守っていてください。
「さようなら」は言いたくないよ。光り輝く笑顔のお父さんといずれの日かまた、会いたい。

最後に
障がいがあっても元気に生きた父は晩年、介護が必要となり亡くなりました。告別式の後は、私も
割と普通に過ごしていたのですが、主治医の先生から「悲しみとちゃんと向き合わなければだめです
よ」との助言を受けて思い起こしながら記録をしたためました。
涙を流したり辛い日を思い出したりと、この時には、感情は揺り起こされ続けていましたが、この
ことが大切だったと思います。精神障がいの当事者であってもなくても、現実の自分の気持ちと向き
合うことは、生きていく上で大切な過程になると思いました。
これからも、生きていく希望を掴み歩んでいきたいと気持ちを新たにすることができました。
この度、紙面を頂いたことに感謝致します。� 記：かのう
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山一つあなたに春のある思い　　高浜虚子

拝啓　低気圧が接近し、九州北部と本州の日本海側・北海道は大雪でホワイトアウトになる所もある
そうです。雪国の人々を思うと誠にお気の毒で、やりきれません。冬の寒さをじっと耐えて来た人々は、
早く春になれと毎日願っていると思います。北関東の私達もそう思いますが、雪国の人々は一

ひとしお

入その
願いが強いと思います。
私は 84歳年相応に息災です。私事で恐縮ですが、次男が高校生の時、心の病になり、一時は大変
なこともありました。家族として障害者の息子にどう対処していいか随分悩みました。その様なこと
で精神保健福祉の勉強を志し 67歳の時、国際医療福祉大学へ進学しました。71歳で卒業して社会
福祉士・精神保健福祉士の国家資格を取得して、栃木県精神保健福祉会（前・栃木県精神障害者援護会）
でボランティア活動を 9年間していました。
5年前長男がくも膜下出血で救急入院、手術、家内と毎日付き添っていました。2か月後退院しま
したが、その後手術の後遺症で左目の損傷が判明し、手術のため再度入院。病状もやっと回復しました。
その 2年後今度は妻がくも膜下出血で救急入院。即日手術し、私と長男は毎日付き添いました。
51日後リハビリ病院へ転院。間もなく今度は妻の両目失明が判明。その上身体不自由・高次脳機能
障害で記憶力や考える機能がなくなっていました。そのためリハビリ訓練は殆ど進みませんでした。
しかしリハビリスタッフのお力で、鼻腔栄養を口から食事が出来るようにして下さり、妻の顔色に希
望が見えるようになりました。
また、病院のソーシャルワーカーのお世話で特別養護老人ホームに入所もできました。そこでは排
泄の時、介護士の方がトイレに連れて行って下さり、おむつが外され介護パンツになりました。この
時の妻の顔色は輝くように見えました。障害者にとり食事・排泄・入浴がいかに大切かを知りました。
昨年 2月末までは毎日付き添いました。しかしコロナの影響で 2月 25日に厚労省からの通達があ
り特別養護老人ホームへの訪問が禁止になりました。
現在は施設のご厚意で毎日電話を許されて電話越しに話をしています。妻は全盲で身体不自由・高
次脳機能障害のため、他

ひ と さ ま

人様の倍のお手数をお掛けいたしております。施設の職員の皆様はじめ、介
護士の方々には大変お世話になり、本当に感謝しています。生老病死は人の世の常で誰しも避けて通
ることはできません。絶望を見た妻に如何に対応するか、息子たちと相談しました。
「お母さん、あなたは孤独（一人）じゃないですよ。皆がついています。」毎週 1回手紙を書いて
います。「君を愛している。」いつも書いています。
三寒四温・寒い中でも緩む時もあります。どうぞお大事にしてください。
� 敬具
� 2021 年 1月 31日　　　下岡はじめ

ある精神障害者の家族の手紙から

家族の想い
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栃木県の緊急事態宣言は解除され、新規感染者が減少傾向にあり一安心ですが、また
一踏ん張り、収束に向かわせたいところです。
私は週 1程、自治医大駅より電車に乗りますが、白い杖をついた盲目の女性にお逢いします。
ある日、その女性が乗車しようとした時、その場に居合わせた高校生が、さっとその女

性の手を取り一緒に乗車し、空席に座らせてあげると、さり気なくその場を離れる姿を目に
しました。その後、3回程その光景を目にしています。
こんなに心優しい若者もいるんだと、コロナ禍の暗くなりがちな気持ちに灯りが燈りました。

編集
後記

社会福祉法人　ブローニュの森
だんだん

● インターネットでも「機関紙やしお」を閲覧することが出来ます ●
　 みんなねっとで検索し栃木県をクリックして下さい。

足利市にある『就労継続支援 B 型事業所 だんだん』は、主に精
神障害をお持ちの方が多く通所されています。だんだんには①しあ
わせスイーツだんだん②喫茶だんだん③ CURECO（クレコ）の 3
つの部署があり、毎日楽しく作業をしています。働くこと、遊ぶこ
とを大切にしており、定期的に食事会やレクリエーションを開催しています。息抜きをすることで、ON
と OFF のメリハリを大切にしています。

一つ目の部署『しあわせスイーツだんだん』は、毎日メンバー
さんとシフォンケーキや焼き菓子の製造販売の仕事をしています。
材料の計量や生地作り、道具の洗い物・作業場内の清掃などの
作業があります。

二つ目の部署『喫茶だんだん』
は、火～土の 11：00 ～ 16：00
に喫茶店の営業を行っています。
同じ法人の栃木市にある事業所『ゆっ蔵』から仕入れた自家焙煎の
コーヒーや軽食、だんだんで作ったスイーツを提供しています。

三つ目の部署『CURECO』は、
令和元年 11 月から始まった新し
い部署です。コーヒーの生豆を仕

入れる際に使う麻布を再利用して、コースターや麻バック・その
他小物の製作販売を行っています。

どの部署も様々な作業工程があり、その中から個々の力に合わ
せて出来る事を増やしていけるようにサポートします。定期的に
出張販売やイベントへの出張を行っており、喫茶だんだんに関しては、近
隣の病院に協力していただき、出張喫茶の営業も行っています。商品を作
り、メンバーさん自ら接客をすることで、製造から販売の流れを体験し、
自身の達成感や自信に繋がることを大切にしています。

お問い合わせ 　足利市今福町304－1　　TEL 0284－21－0098

事業所紹介

喫茶だんだんの外観

スイーツの袋詰め作業

工業用ミシンを使って麻バックの製作中

出来上がった麻バック

焼き菓子の詰め合わせ
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