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多様性と柔軟性に満ちた『共生社会』への道標 

―障がい者殺傷事件の『匿名報道』が問い掛けるもの― 

 

 ２０１６年７月２６日未明、神奈川県相模原市にある定員１５０名の障がい者入所施

設『津久井やまゆり園』が襲われ、入所者１９名が刺殺され、２０名が重症、５名が軽

症を負う悲惨な事件が起きました。犯人は同施設の元職員の植松聖（さとし）で、犯行

後まもなく警察に出頭し、逮捕されています。２０２０年１月９日の初公判で植松被告

（３０）は、起訴内容を認めた上で無罪を主張しましたが、３月１６日横浜地裁は死刑

を言い渡しました。この事件では当初より、『被害者が匿名』で報道されて、其れを問題

視する意見がありました。裁判途上でも大半の家族が被害者の名前を公表していません。 

昔から障がい児を生んだ母親は、家庭内でその責任を一身に浴びて孤立し、子を道連

れの無理心中事件がよく起こりました。そして母親が生き残った場合には殺人罪に問

われ、裁判において判決が申し渡される時、世間で同情が集まって減刑嘆願書が提出さ

れ、刑の執行が猶予される事例が数多く見受けられました。其れに対して『殺された障

がい者には、一人前の人権が無いのか？』と多くの異論や疑問が表明されています。 

そして今、出生前診断でダウン症と確定した胎児の９０％以上が中絶されている、と

毎年公表されています。そして最近、出生前診断の可能な医療機関が拡大されると報道

されていますが、それに対して『出産と育児を支える仕組み』が強化されるような報道

は見受けません。あたかも国の施策は、『ダウン症児は生れてこない方が良い』と考え

ているかの様にも思え、『地域共生社会』を標榜する『社会保障制度』との整合性に、

大きな疑問が浮かびます。 

高齢者の暮らしを支える介護保険制度は、２０００年に発足した当初から「予防を重

視するシステム」として稼働し、国民に対してまず第一に『老いても要介護にならない

努力』を求めます。介護現場に対しても、利用者が要介護になら 

ない様に、重度化しない様に、と常に「予防と重度化防止」の効 

果を求めます。そして世の多くの高齢者が『老いても健康でこそ 

幸せ』と考えて健康の維持に努め、その反面で『要介護』は子や 

社会に『迷惑を掛ける存在』と捉えます。 

（次ページに続く）  



  
（前ページの続き） 

平均寿命が延び続け、長寿者が増え続ける社会の中でこの４０数年の間、生れる子

供の数が減り続けます。現在４０才代後半の団塊ジュニアは２００万人を少し超える

出生数ですが、昨年の出生児数は８６万５０００人で、半分にも達しません。出生児

数の減少は、２０才代～３０才代の結婚・出産適齢期の青年達の中で、『我が身の結

婚や出産』に対して『消極的』な人が増えた結果です。彼らは長寿の暮らしを支える

社会・経済活動の最先端の働き手であり、少子化は彼らの中で『種の保存本能を発揮

しない』人が増えた結果です。精力旺盛な若者の中の相当数が『結婚や出産に臆病な

理由』は何なのか？何故に若い人たちが変化を嫌い、未知の世界へ踏み込まないの

か？大きな疑問です。 

『種の保存本能』は生物の最も『根源的な本能』であり、地球上の『生態系の原点』

です。「繁殖力が希薄」な生物はやがては「絶滅危惧種」となります。此のままでは

『日本人が絶滅危惧種』に成り兼ねません。 

団塊世代や団塊ジュニアと比べて『深刻な少子化』が進行した『此の４０年』は、

一方で『高齢者の寿命』が飛躍的に延びた４０年でもあり、しかも後半２０年は『介

護保険制度』の下での同時進行で、『皮肉な結末』にも思えます。此のままでは財政的

にも、人口構成からも、『日本社会が破綻』しかねません。 

 古代より人は貧しい中で、「小説・楢山節考」が描く様な『家族の中での苦渋の決

断』を下して、「老いて死に逝く命」と「新たに生れる命」とを繋いで『社会』を引継

ぎ、歴史を続けました。近年、豊かで安定した社会を築いた欧米先進諸国は、寿命が

延びて『社会の高齢化』を迎えて、死を巡って様々に葛藤してきました。遺伝子では

引継げない『思想や人間性・社会性』を引継ぐ過程で、「命の長さ」と「命の質(QOL)」

とを対比する考え方が芽生えました。『老いの身を仲間に委ねて死ぬ』という『人の

み』が行う『人ゆえの営み』の中で、人は葛藤しながら『ＱＯＬの尊重』という理念

を確立し、『仲間の死』を超えて『新たな命』を産み、育てて、社会を引継ぎました。 

 しかしながら先進国の中で最長寿国の日本で今、新たに生れる命が４０年以上に

亘って減り続けます。多くの国民が『老いて要介護』になる事を『世の迷惑』と捉

える世相の中で、『死に逝く老人』の居場所が迷走する中で、若者の間では急激に『少

子化が進行』しています。 

「要介護の老いの身」が『迷惑』ならば、『要介護で生れる子』も『迷惑』と捉え

る若者が多く、『出産に不安』が募って４０年以上も少子化が続いている様に思えま

す。更に、障がい者を『匿名』で報道する事は、彼らが『一人の社会構成員』として

の『条件』を満たしていない事の『宣言』の様にも思えます。 

要介護の老いの身も、ダウン症など病気や障がいを持って生まれる子も、人生途上

で病気や障がいで要介護になる人も、『世の迷惑』などではなく、多様性と柔軟性に

満ちた共生社会の『礎』であり、何事にもベストを尽くして懸命に生きる、『地域共生

社会への道標』となる存在です。 

 『自然の摂理に添って生れた命』は、その最期まで『無条件』に生きる権利を有し

ています。其れが、人が死後にも続く社会関係を築き、次世代に社会を引継ぎ、歴史

を続けて来た『原点』です。 

人の世で『条件付きの命』は在り得ず、誰もが命の限り懸命にベストを尽くして生

き抜き、最期を迎えて穏やかに『自然に還る』のです。 

せいりょう園  渋谷 哲 

 



 

 

グループホームまどか 丸本 照美 

（介護支援専門員） 

 

10 月の介護について語ろう会は、生活の中の“食”を通して「自立支援」について皆さん

と話し合いました。 

 せいりょう園では、食事制限を行っていません。ご家族からの持ち込みも制限はしておら

ず、ご本人には好きなものを自由に食べてもらっています。病院と違って施設は「生活の場」

であり、ご本人が生活の「主役」という考えがあるからです。 

もし自分自身が介護される時、病院のような厳格な食事管理をしてほしいか、それともし

てほしくないか、嗜好品が食べられる生活がいいのか等、3 グループに分かれて食事をテーマ

にしたグループワークを行いました。 

 

みなさんからの意見は 

・あげ膳、すえ膳で食事ができるのはうれしいと思うが、でも３６５日管理された食事が続く

と、好きなものが食べたくなる。やっぱり好きなものを食べたい。 

 

・若い時にはきちんとした食生活を心がけていたが、ある程度の年齢になってきたら好きな

ものを食べたいと思うようになった。管理されたら、人間だめになる。家族は食事管理して長

生きしてほしいと思っているが、自分だったら嫌だ。 

 

・今も自分自身生活の中で食については気を付けている。施設に入ったら出されたものを食

べる。わがままは言わない。管理されなかったら病気が悪化するのでは？施設に入ったら食

事の自由もなく、いろんなことを言ったら職員の方に嫌われるのではないかと心配です。 

 

その他、いろんな意見ができましたが、時間をかけて食について話し合っていく中で、食べる

ことの大切さを再確認していき、好きなものを食べたい。最期には一口でいいから好きなも

のを食べて「あ～！美味しかった！」と思いながら最期を迎えることが出来たらいいですね、

という話になりました。 

 施設を選ぶ上でも、食事のことで柔軟な対応をしてくれる施設を選ぶのも大切なことの一

つではないでしょうか。食について深く考え話し合いを持てる機会があったことはよかった

です。これからも、ご本人の食への思いを大切にしていきたいと思いました。 
 
 

～ハロウィン～ 

今年もハロウィンの時期が来たので、利用者の方と共にまどかの中の飾りつけをしま

した。ハロウィンの格好をして飾る方や、飾りつけをして 

いる人を心配する方、離れて見ている方、どの利用者もそ 

れぞれの思いや楽しみを持っておられたように思います。 

飾りつけが終わったとき、利用者、職員がみんなで「キレ 

イやね～！」とほっこりした一日となりました。 

（グループホームまどか 大西 フランシスカ ラモナ） 

介護について語ろう会 

 

 

  



 
 

 





H さんと関わって感じたこと 

                           特養相談員 福田 真希 

（介護福祉士） 

 

 ご本人から初めて相談を受けたのが、平成３０年１月でした。 

ご本人・ご本人のお姉さんが介護タクシーでお越しになりました。家での生活が出来なくなっ

たら施設に入らないといけない為、どんな施設があるのか見学したいというご相談でした。 

 小学校へ入学し、小学校生活を楽しみにしていた矢先、入学して数日で急な足の痛みから、

病院へ通う日々に変わりました。病名も原因もはっきりせず、日に日に足が動かなくなり、寝

たきりの生活で、窓から外を眺めるしか出来なくなり、小児関節リウマチの診断を受けたそ

うです。父親やお姉さん・弟さんの協力を得て生活するようになり、学校へ行けなくなったの

で、新聞を読んで独学で勉強し、社会で起こっていることの情報収集もされていたようです。

体調面では、急に高熱が出ることも多く、救急車を呼び病院受診することが多々あったそう

ですが、入院することはなく、家から離れて暮らした経験がなかったので、施設を探すという

ことも考えてはいなかったと話されました。 

 ご相談に来られた時は６９歳、自宅ではお姉さんが泊まり込みで身体的な介助をされていま

したが、お姉さんが入院することが増え、お姉さん自身もリウマチの疾患がありながらの介助

に限界も感じ、自宅から近い施設に問い合わせをし、見学に行くようになったそうです。ご本

人は、思い通りの生活が継続できるかということに不安があり、施設に入っても生活できそう

と思えたのがせいりょう園だったようです。「トイレに連れていってくれますか？」「食事時間

は何時ですか？」「病院へは連れて行ってくれますか？」等、ご相談後も度々問い合わせがあり

ました。 

 特養の申し込みをされてから２年後、お姉さんが倒れ緊急入院となり、意識が戻るかどうか

の状態で、お姉さんが自宅で H さんにしていたケアを在宅の介護サービスで賄うことができな

い為、他施設を転々とし、療養型の病院へ入院、その後令和２年２月にせいりょう園ショート

ステイの利用に至りました。 

家から離れることも、施設を転々としたことも、自身の意思では選ぶことが出来ず、利用

してみたら思う通りに生活することは出来ない。他の利用者がいることで制限も増え、在宅

生活の時のように「希望した時」に「希望通りのケア」は受けられないことについて、わかっ

てはいるけれど「何で…」と涙されることがありました。「もう家帰る、姉ちゃんと話しして

るんや。」と訴えたこともありました。 

一番の不安要素は、排泄面のことでした。まだ尿意もあって、トイレに座れたら排泄は可能

でも、頻尿であることと、全介助でトイレに座るにもリウマチがあり座位姿勢の微調整が要

り、傍での見守りが必要となるということで、他の施設で生活していた頃にオムツを使用す

ることになったとの話がありました。ご本人の希望では、１時間おきの交換でしたが、１時間

おきの交換は難しく、ご本人と話し合い、時間を決め交換していくこととなりました。しか

し、コールを押して「早く交換してください」との希望が続きました。 

 施設で提供できるサービスで、ある程度個別性をもった生活を維持できるように、ご本人

やご家族と話し合いながら、ご本人の望むケアをしていきたいが、ご希望に添えないところ

も出てきてしまう、というのが現場職員の葛藤でした。最期は熱と腹部痛から、病院へ行くこ

ととなり、令和２年８月病院で永眠されました。 

 福祉事業って？と思い改めて調べてみると、「人が人らしく生命を維持し、生活を豊かに発



展させようと求めるものが、幸福の具体的な内容になる。幸福は人の権利」との内容が書かれ

ていました。 

ご本人は必死に自身の欲求を他者へ伝え、個人としてはそのご希望に添いたいと思ってお

り、サービスの限界もありましたが、「よくしてもらっているのはわかっている。」「もう他

へは行きたくない。」「家に帰ってもお金ないし無理や。」ともつぶやかれていました。せい

りょう園を利用していただいて「しあわせ」だったのかな？！と、ふと思います。ご本人の

本意を十分に聞き取れなかったことが心残りです。職員側が提供できる介護サービスを本人

の思いにどれだけ近づけていけるかが今後の課題です。 

  

 

 

ありのままを受け入れること 

介護相談室主任 大野 なるみ 

（主任介護支援専門員・看護師） 

 

人と向き合う仕事に一番必要なものは「受容」。ありのままを認めることだと思います。保

育者であればどんなにやんちゃな子供でも認めること。看護師であれば癌の告知を受け、す

さんだ気持ちになっている患者を認めること。様々な職種で認めることが違ってくると思い

ます。私たち介護者もまたお年寄り、認知症の方、障がいのある方を受け入れ認めないといけ

ません。私生活でも家族や友人、職場でのトラブル等でモヤモヤした気持ちになった時、誰し

も「その人はその人」と受け入れることで自分の気持ちを落ち着かせていると思います。自分

以外の人を自分の思うままに変えることはできません。だから相手を認め自分が変わること

でお互いの関係性が築かれていくのだと思います。 

Ｈ16 年 11 月 20 日と記していますが、仏教講話である住職さんが「如実知見」と「お金が

なくても与えられるもの」のお話をされました。「如実知見」とはそのままを見ると説明され

ていました。この言葉に幾度となく救われてきました。 

仏教用語で当然もっともっと深い意味があるはずですが、私の心の拠所としてきました。

これからもありのままの自分を、そして相手を、認め受け入れていきたいと思います。 

 私は昭和 34 年生まれです。昭和 34 年生まれは昭和で 30 年、平成で 30 年生きたことにな

ります。それなら語呂合わせで令和も 30 年生きたいと願っています。自分もまた高齢者の入

り口に立っているわけですが自分の老後はどんなものなのでしょうか？どうなるかはわかり

ませんが、望むことは「穏やかに過ごしたい。」ということです。私の令和の 30 年は始まっ

たばかりですが、まずは両親の成しえなかった後期高齢者の門を私はわくわくした気持ちで

迎えたいと思います。それが私のとりあえずの目標です。 

 ケアマネという仕事の中で常に思うことはご利用者がいつ何時でも少しでも穏やかに過ご

すにはどうしたらいいか？ということです。これからもご利用者に寄り添い一緒に考えてい

きたいと思っています。自分の人生を真に見つめることができるのもケアマネという仕事を

通してご利用者の人生と向かい合ってきたからだと思います。これまで関わってきた方皆様

に感謝いたします。そして長年同じ職場で同じ業務に携わることができていることに感謝い

たします。これからも皆様よろしくお願いいたします。 

 ちなみにお金がなくても与えられるものは「言葉」「優しい目」「ニコニコ顔」「体を使い世

話をする」「心からのおもてなし」「人を優しくみる心」とのことです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 せいりょう園空き情報 11 月１7 日現在 】 
 

・サービス付き高齢者向け住宅 

① リバティかこがわ：5 室 ② 自愛の家さくら：4 室  

・グループホーム：空きなし ・グループホームまどか：空きなし   

・グループハウス岸本邸：空きなし 

・ケアハウス：空きなし 

［問合先］せいりょう園 ℡(079)421-7156／(079)424-3433        
 

 

～ コロナ禍でのピアノ教室 ～ 
 

                 今年は新型コロナウイルス感染拡大防止の為、 

2 月下旬から様々な行事やボランティアの方によ 

る催しが中止となりました。７月からは感染対策 

を行い陶芸教室や造形教室、音楽療法など一部を 

再開しましたが、ボランティアや地域の方との交 

流の機会や一堂に集まるということはなくなり、ご家族の面会すら中止せざるを得 

ない閉塞的な生活の中、ピアノ教室はなんとか工夫してできないかという事で形を 

変えて唯一継続して行っています。従来はボランティアの方を含めて５0～６０名 

が集まり、講師の藤城先生のピアノ伴奏で皆さんが一緒に歌うとても賑やかな時間 

でしたが、新しいピアノ教室は先生によるピアノ演奏の時間となりました。ピアノ 

が奏でる童謡や流行歌に懐かしさを覚え、初 

めて聴く曲であっても長く受け継がれている 

名曲は心地良い時間の流れを演出します。参 

加されている入所者(居)の皆様は、口ずさん 

だり手拍子をしたり静かに目を閉じて聴いて 

おられたり、おひとりお一人が自分の世界観でその時間を過ごされています。 

 11 月に入り新規感染者が増加し過去最多を記録するなど「第３派の到来か」と 

懸念されます。高齢者施設はクラスターが発生しやすい生活環境であり、「絶対に 

ウイルスを持ち込んではいけない」と職員一同感染防止対策に取り組んでいます。 

ご来園いただくご家族様におかれましても、引き続き感染防止対策にご理解ご協力 

頂きますようお願い申し上げます。 

 
【 行 事 の ご 案 内 】 

  

○仏教講話 12 月 7 日（月）15：00～16：00 （法人内にオンライン中継） 

       浄土真宗 本願寺派 宣能寺 岩本融乗 住職 

    ※１月と２月はお休みです。 

○介護について語ろう会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の為中止 

        
 

 


