
「基礎的知識と支援のあり方」
特集　「自閉スペクトラム症候群の支援について考える」　

「障害福祉サービスにおける今後の暮らしのあり方」

１

佐伯典昭（彩雲館ケアホーム管理者）Me
nu

倉嶋昌之 氏

S

　お待たせしました。昨年度は1度も「絆」を発行できず、申し訳ありません。原稿
は準備しておりましたが、私（管理者の野呂）の至らぬ点も多く、発行の延期が続
き、年度を超えてしまいました。深くお詫び申し上げます。 
　さて、先日10歳になる私の娘が、クラスのお友達を我が家に招き、楽しそうに遊ん
でおりました。その相手の子は、なかなか学校へ行けずに休みが続いている子だった
ようです。しかし、娘と遊んだ翌日から学校へ来るようになったとのことです。そん
なエピソードを聞いた私は、親バカっぷりを発揮して「偉いなぁ、遊んであげたから
来るようになったんだね」と声をかけました。その瞬間、娘が私に「別にそんなんじ
ゃない！！みんな（大人のこと）うるさい！」と怒り始めました。そのやり取りの後
にハッとさせられました。娘はきっと「学校へ来てほしいから。」という思いで遊ん
だわけじゃなく、純粋に遊びたいから遊んだんだと。結果、学校へ来るようになった
だけで、別に学校に来なくたって思いは変わらないんだと。それを大人たちが寄って
たかって「偉い」とか「よくやった」とか、付加価値を付ける。そんな言葉が嫌だっ
たのでしょう。そんな大人の価値観は裏を返せば、「せっかく遊んであげたのに、学
校へ来ないなんて、もう遊んであげない」という考え方にも繋がります。 
　人は見返りを求めることが多く、その見返りに満足しなかったら、憤りや怒り、悲
しみという感情が芽生えます。結果、「もうするものか！」と。でも、別に見返りが
欲しいがために何かをする人はあまりいないと思います。その瞬間は…。 
　「受けた恩は石に刻み、与えた恩は水に流せ」という言葉があります。そんな考え
方ができれば、苦しさや怒りなどから解放されるのでしょうか。まだまだ私は修行が
足りませんね（笑）。 

管理者　野呂大悟
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しらさぎケアホーム　あれこれ

新職員の紹介
新しく正規職員が仲間入りしました。みなさんにご紹介します！

私は明るく元気をモットーに利用者と接する時も笑顔を大事に
し仕事仲間とも楽しく支援を目指していこうと思っています。

!"#$%&'()*HIJI

ゴミステーションの設置

しらさぎケアホームの駐車場の一角にゴミステーションを設置しました。ホームのため
だけではなく、地域の方々の要望に応えた経緯があります。ホーム周辺地域のゴミステ
ーションは車で行かないと出せないほどの場所に設置されていました。ご近所の方々
と話しても、近場でのゴミステーションを切望されていることが分かり、自治会の班
長さんのご尽力もあり、設置に至りました。地域の方々もとても綺麗にゴミを出され
ており、大変助かっています！

飯岡 夏美

深見 賢吾

水野 大蔵

私は壁にぶち当たった時こそ一人で抱え込まず、チーム支援を
信条に他職員と共に解決に向かって支援を行っていきます。

４月からケアホームのサービス管理責任者になりました。よろ
しくお願いいたします。私は周りから『優しい』と良く言われ
ますが自分ではそうかなぁ？と思っています。でもそういう印
象を感じて下さっている人がいるなら、それを自分の強み、ス
タイルとして利用者さんに真心込めて接していきたいと思いま
す。
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　利用者の方が当たり前に地域で生活することを目指して、現在、サービスが提
供されています。彼らが当たり前に地域で暮らすということの「当たり前」がま
だ定着しておらず、寄稿する私も「当たり前」という言葉を使用しています。彼
らが地域で暮らすことがスタンダードになることを目指していくことはもちろん
のこと、彼らが「地域で暮らす」こと、これからの暮らしについて考えたいと思
います。 
　グループホームは、利用者の方にとって「家」であり、「共同生活の場」でも
あります。利用者の方にとって安心できる場所であり、自身の自由な時間を楽し
める場でもあると思います。それを世話人や生活支援員等で支えていると思いま
す。安全に生活できることや相談を受けることなどして利用者の方に安心して過
ごせるように支援をされていると思います。休日には、買い物に出かけたり、
サービスを使ったりしながら生活する中で、地域との関わりもあると思います。
地域によって様々ではありますが、昨今よく地域コミュニティーが弱くなってい
るとも言われています。地域の中にあるグループホームにあって地域の方の理解
はとても大切だと思います。支援者側も意識しながら取組まれていることと思い
ます。その機会を創っていくこともサービス提供側としても大事ではないかと感
じております。 
　グループホームでの生活で、利用者の方の気持ちを大事にしながら支援をされ
ているかと思いますが、利用者の方の思いと支援者側の思いの違いなど日々の支
援の中でも苦慮されていると思います。それについては、「意思決定支援」とい
う中で、絆Ｎｏ．２でもご紹介されています。利用者中心ということを大前提と
して、そういったやり取りや関係性を築いていく中で、利用者の方にとっての安
心が深まっていくものと感じております。その日々を大事にしながら、変化を見
落とさないような支援や視点を持って、臨んでいくことが支援者には求められて
いるのではないかと感じております。 
　利用者の方にとって「地域で暮らす、これからの暮らし」を考えていく中で、
利用者中心の生活を担保し、その方にとってその人らしく生きていくことが大事
ではないかと思います。それを実現していく上で、支援者としては、機会の提供
であったり、日々の支援であったりが重要であると思います。利用者の方にとっ
て係わる支援者の存在はとても大きいと思います。だからこそ、利用者に向き合
いながら支援をしていく姿勢が大事であると考えます。その日々の延長に「暮ら
し」があり、これからの暮らしに繋がっていくものと考えております。 

３

障害福祉サービスにおけるこれからの
暮らしのあり方

佐伯典昭 彩雲館館長 
彩雲館ケアホーム管理者

社会福祉法人永美福祉会
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○自閉症の方の世界へ 
　私が第二ひまわりで勤務するようになり１３年が経ちました。約２０年前、大学を
卒業後、私が選んだ道は運送業の営業職でした。４ｔトラックやフォークリフトに
乗って荷物を運んだり、営業で外回りをしたりしていました。その後、多くの方のアド
バイスで福祉の世界に入りました。はじめは高齢者施設のデイサービスセンターで介護
士や相談員となり、主に認知症を患われた方と一緒に過ごしてきました。そして縁あっ
て、知的障がいのある方が通う第二ひまわりの支援員となり、今も毎日第二ひまわり
の現場で利用者さんと一緒に日中活動を行っています。 
　第二ひまわりは生活介護の事業所で、約７０名の方がご自宅やグループホームから通
われています。療育手帳の判定はお一人を除いて全員A判定（重度、最重度の方）。そ
のうち自閉症の診断を受けている方が４３名みえます。 
　第二ひまわりで初めて勤務に就いて１週間後、たまたま同じグループの先輩支援員２
人がお子さんの入学式で休まれ、その日は自分１人で支援に入ることとなりました。
（今思うと、当時よくそんな支援体制がＯＫされたな…と、笑）当日…前日までとは全
く異なる利用者さんの姿がありました。朝の着替えがまともにできない、朝の会やス
ケジュール確認ができない、そもそも席に座るどころか、活動室から出てしまい戻って
こられない…。もうパニックでした。（どうして…？）見るに見かねた隣のグループの
先輩支援員が応援に入ってくれ、ひと言「朝の会！！」と利用者さんに言うと…その途
端、利用者さんが席に着き始めました。（なんじゃこりゃ…）皆さんが席に着き、朝の
会がはじまりスケジュール確認…と順調でしたが、応援に入ってくれた先輩支援員が活
動室を出ると…途端に１人２人とまた利用者さんが席を立ちはじめ…焦った私は（ヤバ
い…）大きな声で「もういい加減席に着いてよ！！」と言ってしまい、さらに脱いだ服
を畳んでいる最中の利用者さんのその服を取り上げ、カバンに押し込むと…その利用者
さんは、私の大きな声と畳んでいた服を途中で取り上げられたことでパニックとなり
「キィー！」と奇声を上げ、私の腕をガブガブっと２回嚙みました。一瞬のことで…何
がなんだかわからなく…でも、後から腕がジンジンと痛み、怒りと混乱と…最終的には
落ち込み…そんな第二ひまわりの支援員スタートでした。これが私の原点…ですね。
　第二ひまわりで３カ月～半年…と過ぎ、私の周りでは聞き慣れない言葉が、日々飛び
交っていました。「それは○○さんの『こだわり』だから…」「きっと『見通しが立た　

特 集
自閉症の方の支援について考える

「基礎的知識と支援の在り方」

社会福祉法人　豊田市福祉事業団 
障がい者総合支援センター　第二ひまわり 
サービス管理責任者
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ない』から」「△△さんなりの『関わり方』だね」「感覚が人一倍『過敏』だから…苦
しいよね」などです。「こだわり？」「見通し？」「関わり方？」「過敏？」何それ…？
自閉症の方って…いったい何なんだ？１年目の終わりごろから、自閉症の方へ興味が湧
き、先輩に聞き、自分で調べるようになりました。彼らはいつも何を考えているのだろ
うか、どうしてこのような行動をとったのだろうか、彼らには今、目の前にあるこの
景色はどのように見えているのだろうか、「よくわからない世界」➡「不思議な世界」
➡「とにかく知りたい世界」に自分の中で変わっていきました。ふと気づくと、自閉
症の方の世界にどっぷり入り込んでいたわけです。 

○自閉症の方を支援するにあたり大切なこと 
　自閉症の方を支援するにあたり、大切にしていることがあります。まず１つ目は、私
たちの『心構え』だと思っています。自閉症とは脳の機能不全による障がいだと言われ
ています。彼らの意思とは別に（もちろん意思の場合もありますが）脳が勝手にそうし
てしまうこともあります。興味関心が偏ったり、得意なことと不得意なことの差が大き
かったり、場面に応じた動きができなかったり…自閉症でない方からすると、「自分勝
手やわがまま」「本人が怠けている」「親や周りの人の育て方が悪い」など言われた
り感じられたりしてしまうことがあります。人と独特な関わり方をすることで、「変
わった人」…と見られてしまうこともあります。しかしこれは脳が勝手にそうしていた
のかもしれません。特に私たちは『一般的には、常識的には』～なんて考えてしまいが
ちですが、彼らには通用しません。そもそも一般的とは…？まずは、『脳が勝手にして
いることがだから仕方ないよね』と思えることが大切です。これが私は『心構え』だと
思っています。そう思えると、自閉症の方の支援の奥深さを感じます。彼らの世界は独
特で不思議で、素直でありのままで、とても魅力一杯の人達だと思っています。 
　２つ目に大切だと感じていることは、自閉症の方の世界、特徴（障がい特性）を私
たちが知っておくことです。知り理解した上で支援できることです。自閉症の勉強をす
ると必ず出てくる言葉があります。それは『三つ組の障がい』です。自閉症の方には大
きな３つの特徴があります。まず『社会性』に特徴があります。（興味関心の偏りが大
きい、人より物に関心を示す、集団活動が苦手など）次に『コミュニケーション』に特
徴があります。（知っている言葉を会話で使えない、言葉自体の理解ではなくパターン
で理解する、字義通りの解釈をするなど）３つ目に『想像力』に特徴があります。（見
えない物への理解が難しい、急な変更に困惑する、いつも同じ状態を好むなど）この
３つは、すべて当てはまるのではなく、人によって特徴の度合いは異なります。「三つ
組の障がい」に加えて『感覚』に特徴がある方も多くみえます。五感の一部がとても敏
感であったり逆に鈍感であったりします。特に敏感な方は、様々な刺激によって苦しん
でいる方がみえます。私たちは、１人ひとり方の障がい特性の理解を深め、障がいによ
るわかりづらさや生きづらさを知り、１人ひとりの特性を捉えて支援することが大切だ
と思っています。 
　

特集 自閉症の方の支援について考える
倉嶋昌之 氏「基礎的知識と支援の在り方」
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　３つ目に私が大切にしていることは、『その人に興味を持ち、その人のことを知りた
い、一緒に寄り添いたい、と思う“気持ち”』です。私はこれこそが最も大切なことだ
と考えています。私たちの仕事は人と人が関わるソーシャルワークの現場です。その人
に想い想われ、共に過ごし、良いことも難しいことも、楽しいことも辛いこともその
人と一緒に経験することで深い絆が生まれてきます。それこそ、私たち支援者の醍醐味
であり、やりがいです。人と触れ合うことの楽しさや嬉しさを原点とし、その上で障が
いの特性などを含め利用者さんのことをたくさん知り、喜びを感じ合いながら一緒に
過ごしたいと思っています。 

○第二ひまわりの自閉症の方への支援「らしく生きる」 
　第二ひまわりの支援モットーは「らしく生きる」です。どんなに重い障がいのある方
にも、その人らしく生きる権利があります。その実現に向けて私たちは支援をしていま
す。第二ひまわりでは利用者さんの支援を行うにあたり、利用者さん1人ひとりのこと
を知り共有できるよう「フェイスシート」や「アセスメントシート」を作っています。
実は今年度、利用者さん全員分の２つのシートを見直すことに力を入れています。特に
アセスメントシートでは、利用者さんの「人柄」「障がいの特性」「理解や認知度（能
力）」「強み・弱み」「ニーズ」など、担当支援員とサービス管理責任者と再確認しま
した。改めて見直しすることで、支援員同士の認識の違いに気付くことができました。
ある利用者さんの「わかっている」と認識していたことが「わかっていないかもしれな
い」という意見が出たケースもありました。また別の方で「苦手」だと思っていたこと
が、実はそのもの自体が苦手なのではなく、その時の「環境が苦手」なのでは？とい
う見解があったりしました。今回見直しをすることで、定期的に見直すことの重要性
を感じるとともに、そのまま誤った認識で支援を継続していたら利用者さんを苦しめて
しまっていたのかもしれない、と思うと客観的に多角的に利用者さんのことを見られ
る力を身に付けることも大切です。 
　アセスメントシートで利用者さん1人ひとりのことを支援者間で共有できると、支援
が大きく進みます。第二ひまわりではこのアセスメントシートで認識できた「ご本人さ
んの力」と心構えや障がい特性の理解からくる「周囲の理解」、そして「支援やツー
ル」をより高めることで、ご本人さんの活動の幅を広くし、豊かな暮らしの実現を目
標としています。 
　第二ひまわりの「支援やツール」の中で最も力を入れていることは『準備』です。私
は尊敬する先輩支援員から「段取り８割、直接処遇２割」と叩き込まれてきました。
準備は念入りに、万が一も想定し、利用者さんにとっても支援員にとっても整った環
境で活動できるかがポイントだと教わってきました。障がいの状態は「環境」によって
変化します。環境を整えること=「構造化」=優しい支援、です。構造化とは、その人に
わかりやすい環境を提供し、安心できる空間づくりをすることです。今何をするのか？
どのようにするのか？どうなったら終わるのか？そして次は？を、１人ひとりのわかる
形で伝えられることです。そしてツールとしては、視覚支援が有効です。私たちでさえ 

特集 自閉症の方の支援について考える
倉嶋昌之 氏「基礎的知識と支援の在り方」
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言葉で伝えられることより、目で見てわかる形の方が早く正確に理解できます。言葉は
消えてなくなりますが、見てわかる形（説明書、写真、カードなど）があると、いつで
も振り返り確認ができ安心します。また自閉症の方は、耳で聞いて理解するより、目で
見て認識することが得意な方が多いと言われています。（視覚優位）構造化や視覚支援
を有効に取り入れ、「わからない、伝わらない」を多く積み重ね、苦しみや生きづら
さを感じてきた自閉症の方へ、「わかる、できる」ことを多く経験できる支援を目指し
ています。 
　最後に、私のモットーは『気合と根性…』です。（古い？もう死語…ですかね、笑

💦 ）でも、本当に大切にしています。ひと昔前は、気合と根性で利用者さんの行動を
変えてやろう！と意気込んでいましたが、今は利用者さんのことをもっと知りたい！と
いう意欲に「気合と根性」を注いでいます。サッカー元日本代表監督の岡田武史氏が
「勝負の神は細部に宿る」と言われていました。支援は勝負ではありませんが、私は
利用者さんのことを細部まで正しく理解できている支援員になりたいと思っています。
私自身、まだまだ未熟な支援をしていますが、利用者さん1人ひとりが「らしく生き
る」実現に向けて、奥深く魅力たっぷりの自閉症の方たちとこれからも一緒に楽しく
すごしていきたいと思っています。ありがとうございました。

特集 自閉症の方の支援について考える
倉嶋昌之 氏「基礎的知識と支援の在り方」

利用者と走った豊田マラソン大会

利用者の特性に合わせ 
休憩スペースと作業スペースの一体化

⇧机の上を構造化してワークシステムを構築

⇧自立課題を取り組むスペース

自立課題とは、一人で取り組み、 
一人で完成できるように工夫され
た課題のことです。
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しらさぎケアホームからのお知らせ

　2021年に社会福祉法が改正され「重曹的支援体制整備事業」が新たに創設されました。文言だけ見
ると「なんか難しそうだな」と思われるかもしれません。 
　簡単にいうと、現代社会において一個人が抱える生きづらさ、課題、困難さは複雑化・複合化して
きているなか、既存の制度では支えきれないケースが増えてきていることに対して、地域住民と福祉
が連携・連動しながら、それぞれの立場・分野を超えて、人と人とが繋がり新たな地域コミュニティ
を育み、支え、支えられながら誰もが幸せを感じられる社会を目指しましょう。ということではない
でしょうか。 
　一昔前の福祉は「法人・事業所単位」で利用者・ご家族の生活を支えることが当たり前でしたが、
その後利用者の様々なニーズに応えるべく法人・事業所単位から「地域（にある福祉事業所）で支え
る」福祉にシフトチェンジしてきました。そのため、市町村単位で自立支援協議会など様々な仕組み
が生まれ、福祉事業所や関係機関の繋がりが生まれやすい環境が整ってきております。その仕組みを
さらに発展させ、福祉事業所や関係機関のみの繋がりではなく、地域住民一人ひとりが繋がり合い、
支えあう仕組み創りこそこれからは重要であるということです。確かに公的サービスの特徴として
「支える側」「支えられる側」という固定化された関係性のもとで専門性の高いサービス提供が保障
されています。しかし、その一方向性のみではなく、公的サービスの枠を飛び越え、双方向性による
支援体制の構築は新たな地域福祉のあり方となるのは間違いありません（何十年後には必ずそれが当
たり前になります）。利用者と共に育む“まちづくり”こそが私たちの仕事の本質だと思っています。 
　しらさぎケアホームとしても、重曹的支援体制整備事業の創設にあたり、“まちづくり”への小さな
一歩（私たちが出来ること）として私たちの地域を知ることからスタートすることを考えています。
その足がかりとして「蛭間地区コミュニティ推進協議会」に参画することにしました。津島市でも高
齢化率が最も高い蛭間地区を、安心して暮らせる街、ワクワク出来るような街として盛り上げていき
たいという地域住民お一人おひとりの思いを感じながら、福祉事業所としてではなく、一市民として
参画出来るよう、私たちが出来ることを探り、地域に何か貢献できればと考えております。 

しらさぎケアホーム　管理者　野呂大悟
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重曹的支援体制整備事業から考える地域共生社会

◆ 見学会・説明会 随時受付！
グループホームに興味がある・一度見学してみたい・色々と相談がしたいなど、グル
ープホームに関することで話を聞きたい、見てみたいと思う方はどなたでも「見学
会・説明会」を実施します。ご希望の方は下記問い合わせ先またはQRコードを読み取
りお気軽にご連絡ください。 
　　　　　　　✴問い合わせ先✴ 
　　　　　　　　　E-mail : d.noro@nagami.or.jp 
　　　　　　　　　電話：090-4260-2888（しらさぎケアホーム業務携帯） 
     　　　　　　←QRコードでお問い合わせフォームに移動します 
                             　　  担当：野呂大悟　

名鉄津島線
←至　津島 至　名古屋→青塚駅

西 
尾 
張 
中 
央 
道

佐織・名古屋線

津島・名古屋線

←至　愛西

←至　津島市街

蛭間小学校

津島東高校

蛭間町西屋敷 蛭間町新田

神守町ニノ割 神守町下町

ノリタケカンパニー

ヤマナカ（スーパー）カラオケ JOYJOY

ガソリンスタンド宇佐美

しらさぎケアホーム

\\]^_`abcd]`^\\
!"#$%&'()*+,-.///+0123456789:;<=,.=000>?@0/,/.+=-/.=AAA*

'()*スペースが空いたので、事務所に貼ってある格言集を紹介します（笑） 
　　　　　 
　おいお前！ 
　今日が人生最後の日だったとしたら、何も後悔がないほどやりきったか？ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by スティーブ・ジョブズ

mailto:d.noro@nagami.or.jp

