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過去に、私はこの様な経験をしたことがある。 

ある日電車の中で、老婦人とお喋りしているうちに話が弾み大変仲良くなった。 

名刺をもらったことがきっかけで、後日、自宅を訪問したら、ご家族から今後付き合

わないでほしいと言われた。よくよく聞いてみると、その老婦人は認知機能の低下が

ある方だった。 

ご家族にとっては、私は不審者に見えたようである。考えてみれば私も軽率だった。 

その後、老婦人とお会いすることはなくなったが、今頃どうされているか思い出す時が

ある。 

家族が、家庭内の問題を無防備に語ることは少ない。それが家族にとってプラスに

なることは少ないからだ。しかし、信用のおける支援者がいれば家庭内の問題解決に

とても助かるだろうとも考える。 

家族だけでは解決できないことが無数にある。家族の慢性疲労を理解してもらうこ

とは実に難しい。それでも、想像でも良いから支援者はイメージしてほしいと思う。 

社会資源はたくさんあったとしても、治療やサービスに繋がるまでに、多くのハー

ドルが待ち受けている。家族は、精神疾患の問題に無理やり引きずり込まれた驚きと

困惑で大きな苦悩を体験している。故に、そこから学び、這い上り、今を生きようと

しているのである。 

さて、今年も会員の皆様のお陰で 6月 23日無事定例総会が終了した。総会の中核

となるテーマは「繋がり」である。「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム

の構築」は、心ある「人」なくして実現はありえない。安心して SOSが出せること

は、社会資源が出来たからと言っても完全ではない。サービスに魂をいれる、その為

に、当事者である本人、家族の声に耳を傾けるのが最も合理的な方法である。安心、

安全の暮らしの保証は全ての国民の権利であり何人も例外を作ってはならない事を今

一度肝に銘じたい。 

令和 3年度もひょうかれんでは、様々な研修やセミナー開催します。多くの方が参

加し、学び、語り、気づき、元気になってもらいたいと期待しています。 
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社会と繋がる瞬間 
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【他障がいとの同等の支援を】 

1. JR運賃等請願について、赤羽国土交通大臣より本年 6月 11日の大臣指示にて精神障がい者 

割引の導入促進が記載されています。JR、神姫バスや山電等の私鉄交通業者と県と兵家連 3 

者の意見交換会を開催して下さい。 

2. 身体・知的障がいと同等に精神障がい者相談員制度の法制化を国に働き掛けて下さい。 

3. 重度障がい者医療助成(全科無料)の対象を精神 1級⇒2級までに拡大して下さい。 
 

【精神障がい者についての教育、啓発の促進】 

４．2022年から高校教育に「心のバリアフリー教育」が採用されます。小中学生においても同 

様の教育の採用と共に、教師への教育も合わせて実施願います。 

６．『こころやすらぐひろば』事業として、今年度は、「電子媒体によるひきこもりを抱える家族 

交流事業」を実施して頂き有難うございます。今後も、継続をお願いします。 
  

【精神障がい者就労の促進】 

７．IPSモデルの企業導入と精神障がい者の週 10時間等の短時間就労を導入願います。 

９．企業での精神障がい者差別や不当解雇防止のため、企業内研修を推進願いします。 
  

【医療・年金に対する要望】 

10. 精神科医療の人員配置はそれ以外の診療科より低い基準で運営されてきました(1958年精神 

科特例)。現在、精神科救急病棟では他の診療科と同等の人員配置になりましたが、それ以外 

では依然として低い基準のままです。これは精神科医療・看護の質を大きく低下させている 

根源であり、精神科医療の一般医療との格差を放置し続けることにもなっています。国に対 

して精神科全病棟の人員配置の適正化を図るよう要望してください。 

  11．第 5期障がい者福祉計画の【精神障がいにも対応した地域包括システムの構築】は各市町に 

よりシステム構築が遅れています。各市町の状況確認と対策を進めて下さい。 

 12．神出病院では今年 5月にも虐待が行われています。精神科病院では、不必要な隔離、拘束が 

最近 10年で 2倍以上に増加しています。県として、精神医療審査会に当事者、家族会、 

福祉関係者(資格者)の参加を検討ください。精神科病院の環境改善のために、精神科医療 

機関療養環境検討協議会の設立と共に療養環境サポータ制度を検討ください。虐待事件を 

審議する第三者機関の設置を県として検討下さい。 

13．障がい年金制度の判定基準がマトリックス上で該当しているにもかかわらず、さらに下の 

等級の評価や不支給となっている場合があります。そのような場合には、その理由を記載 

するように国に申し出お願いします。     

14．自立支援医療費の自己負担無料化を引き続き国に働き掛けて下さい。 
 

【当事者及び家族支援に関する要望】 

15．当事者活動、家族会活動への県及び市町の支援を強化して下さい。 
 

【グループホーム等退院促進に関する要望】 

17．精神障がい者が地域で暮らすための「グループホーム」、「住宅」が不足しています。県の 

公的住宅保証制度の精神障がい者への活用を推進ください。 

兵庫県知事に精神福祉施策充実に関する要望書を提出へ(抜粋) 
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NPO法人神戸市精神障がい者家族連合会 会長 涌波 和信 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 設立の目的  

神戸市内の精神障がい者家族会が相互に情報意見交換をして連携を深め、共に精神保健

福祉における事業活動を行うことによって当事者およびご家族の精神保健福祉向上を図

り、明るく安心して生活出来るように取り組むことを目的とする。 

（神戸市令和元年度精神保健福祉手帳所持者 17,873人） 

 

 活 動  

①２カ月毎の定例代表者家族会、役員会（毎週火曜日）と専門部会（相談部会、広報部 

会、医療費部会等）の充実を図る。お互いの意見交換にて精神障がい者やその家族が 

健康で安心な暮らしを守り回復に専念出来るように医療費軽減等自立化への生活環境 

整備・改善を図る。 

②神家連事務所にて家族による家族相談窓口業務を充実する。 

精神障がいで苦しんでいる当事者・ご家族への早期発見・早期治療にて早期回復への

相談窓口となる。10時～15時の電話相談、行政相談窓口との連携。 

③「精神疾患の理解と対応」定期的学習会を実施する。 

毎年２回神戸市の助成金にて「こころの病家族教室」の継続及び神戸市精神保健福祉

センター主催の新規発症家族向け「精神障がい者の家族向けセミナー」に参画する。

精神疾患の知識、薬、障がい年金、親亡き後、就労支援等ご家族向けの課題別学習会

を実施する。 

④「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築」 

精神障がい者やそのご家族が自立化への生活環境の整備・改善を図るために地域家族

会は地域の神戸市出先機関、精神科病院、診療所、訪問看護ステーション、施設、「神

戸市議員精神保健研究会（登録 56議員）」と連携し家族会の活性化・精神保健福祉活

動を普及する。 

ＮＰＯ法人「神戸市精神障がい者家族会連合会」（神家連） 

名 称：特定非営利活動法人神戸市精神障がい者家族会連合会 

住 所：神戸市中央区橘通３丁目４－１ 神戸市立総合福祉センター４階 

電 話：TE L＆ F A X  078-382-0105 

電 話：相 談 窓 口  078-954-5012（毎週金曜日） 

設 立：令和３年１０月１日 

構成団体：かがやき神戸北家族会、かがやき神戸西家族会、北家族会、木の芽家族会、 

ジルベルト家族会、すいせい家族会、垂水家族会、谷上家族の集い、 

中央区家族会、ひまわり家族会～10家族会 

 

新規法人設立にて精神障がい者回復に 

挑戦する家族会連合会をご紹介します 
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 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム 

兵庫県豊岡保健所 所長 柳 尚夫 

 
 

兵庫県のご家族の皆さんへ、保健所長の柳と申します。昨年度県家族会の研修会で 

このお話をしました。その時の参加家族から、「こんな話を早く聞きたかった」とご意

見をいただき、できるだけ多くのご家族にお伝えしたいと県家族会に相談したところ、 

「ひょうかれん」誌への連載依頼を受けました。これから何回かに渡って原稿を書か

せていただくこれが第一回です。皆さんに少しでも役立つ情報をわかりやすく伝えた

いと思っています。 

表題の事業名は長いので「にも事業」と略しますが、これは 2017年から国が始め 

た精神障害者を地域で支えるシステム作りのための地方自治体（都道府県や大きな市） 

への補助事業で、兵庫県も取り組んでいます。「地域包括ケア」というのは、2000年

から始まった介護保険を活用して高齢者を地域で支える仕組みの呼び名で、このシス

テムを精神障害者にも適応させるというねらいです。 

2000年に介護保険が始まる時の合言葉は「高齢者介護を家族ではなく社会が担う」 

でした。精神障害者についても、家族会活動の成果として、2014年の精神保健福祉

法の改正で「保護義務者規定」がなくなり、精神障害者も家族ではなく社会が支援す

ることになったはずです。しかし、法律が変って 7年も経っているのに、ご家族には

その実感はなく、全国の家族会の最大の課題は、いつまでも「親亡き後」をどうする

かです。そこで、社会が精神障害者を社会が支援する仕組み作りのために始まったの

が、この「にも事業」ですが、事業が始まって 4年も経つのに、兵庫県内にも十分に

広まっていません。 

私からの提案は、「家族の皆さんが、社会が精神障害者の生活を支援する仕組みを 

作る様に市町に働きかける」ことです。国が既に事業化しながら実現できていない現

状をちゃんと変えて欲しいと身近な役所（市町）に伝えて欲しいのです。つまり「家

族が頑張らなくてもいい社会」を「親亡き後ではなく親ある内に実現する」ことを目

標にして欲しいのです。次回からは、どうしていけばそのような地域を家族の立場か

ら作れるのかをお伝えしたいと思います。 
 

 

連 載 

第１回 

ひょうかれん電話相談 
 

病気の事や経済的なこと、くらしの悩み、福祉制度（手帳・ 年金・ 他）利用の手続きなどに

ついて、県から相談員して委託された家族会員や精神保健福祉士などが相談に応じます。 

ぜひご利用ください。 

 

TEL：078- 891- 3886（ハロー） 

土・ 日・ 祝日を除く平日 10 時～12 時、13 時～15 時 
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研修会・家族教室 
                      

令和 3年度精神保健福祉研修会（予定） 

 

令和３年度こころの病家族教室（実績・予定） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

～お詫びと訂正～ 
ひょうかれん誌 NO.97（令和 3年 7月 1日発行）にて記載漏れや間違いが有りました。 

11ページ 賛助会員の欄記載漏れ 

医療機関の部：花田神経内科クリニック、医療法人社団正仁会明石土山病院 

一般団体の部：株式会社島屋宝塚ワシントンホテル 

法人・施設・作業所の部：あわじ障害者多機能型施設ウインズ、尼崎あすなろ福祉会、 

NPO法人そよかぜねっとやすらぎ工房 

個人の部：小阪照子 

3ページ 福祉大会表彰者名の記載間違い 

個人の部：（誤）谷川亜記 → （正）谷川亜紀 

読者の皆様ならびに関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 

 

地区名 開催予定日 開催場所 担当家族会 

中・西播磨 4年 2～3月頃予定 未定 ほっと・みのり家族会 

丹波・北播磨 未定 未定 木の根家族会 

阪神 11月 10日（水） ソリオホール 宝塚家族会 

但馬 ４年１月 12日（水） 夢ホール のぎく家族会 

東播磨・淡路 4年 2月予定 未定 明石ともしび家族会 

地区名 開催予定日 開催場所 担当家族会 

但馬 4年 3月予定 豊岡市内予定 ロマンハウス家族会 

丹有 11月 6日（土） フラワータウン市民センター にじの会 

北播 4年 2～3月頃予定 未定 ほのぼの会 

阪神南 
７月 25日（日） 尼崎市立中央北障害学習プラザ あまかれん 

4年 1月予定 芦屋市内予定 芦屋家族会 

阪神北 4年 1月 29日（土） 伊丹市障害者福祉センター 伊丹あじさいの会 

東播・淡路 未定 広田地区公民館 みはら家族会 

西播 4年 3月予定 未定 あおぞら家族会 

中播 1月 27日（木） 姫路市総合福祉会館 ひめかれん 
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今、感じていること 

宝塚家族会 会計 蒲原 綾子・役員一同 

  

コロナ禍の下での生活が長引いても、あきらめず、できることを探し、会員みんなで協

力しながら活動を続けてきました。 

特に、家族会有志（ピア）を中心に続けている「ほっこり会」は、その時々、形を工夫

しながら、月に 1度会場が使える限り開催しています。先日は「ほっこり陶芸(^^♪居場

所」を開催、お茶碗等を一緒につくることで、逢えないときも、使うたび見るたびに、み

んなの顔が思い浮かべることができたらいいだろうと思いました。 

「電話やメール、面談による個別相談」にも普段以上に力をいれてきました。数多くの

相談を受け、難しいケースの場合は、複数の相談員で協力しながら各機関やサービス等へ

つなげることもありました。本人、家族も歳を重ね、変化に気づいた時に、SOSを出しや

すい仕組みづくり、本人や家族だけが頑張らなくても連携しながら暮らし続けるために支

えあえる地域の体制づくりが大事だと感じています。  

今年の阪神地区精神保健福祉研修会（11月 10日予定）では、青木聖久氏（日本福祉

大学）を講師としてお招きし、一緒に考えていきたいと思っています。ぜひご参加くださ

い。 

 

 

家族会運営に悪戦苦闘中 

ほっとみのり家族会 会長 長沢 惇 
  

ほっとみのり家族会は、前身の赤穂みのり家族会の結成より 33年、平成 25年の分離

独立より 8年目にあたります。 

しかしながら、高齢化と身体の不調を理由に人数は漸減し今の会員数は 7人、寂しい限

りです。 

そもそも家族会設立の原点を推察すれば、その目的は①精神疾患による社会的弱者の居

場所の確保、②当事者を含めた家族への支援だったと思います。 

その願いは作業所の設立ということで半分達成されたと考えられます。残りの②は兵家 

連やみんなねっとにまかせれば良いのではという安心感が得られたのではないでしょうか。 

会員数の減少は、どうもこのあたりに根っこがあるのではないか、つまり親御さんたちが

安心しきったのではないか、という気がします。  

そこで、ほっとみのり家族会では、会員数増加をめざすために、視点を変えて理論より

情に訴えるという方法を採用して、定例会は親たちの癒しの場、ストレスの発散の場とし

て茶話会形式、会費はゼロとして(入会金は 2000円初回のみ)、利用者の親たちに参加を

促しましたが、結果は芳しくありません。 

次の例会では会員増加の新しいアイデアを探っていきたいと考えています。

TOPICS 

県下各地・各地区より

(阪神地区) 
 

TOPICS 

県下各地・各地区より

(西播地区) 
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足元の人権侵害に立ち向かうために 

～変わらない精神科医療の現実 

ほのぼの会 伊東 久雄 

違法人権侵害が続く 

元読売新聞社ジャーナリスト原氏によれば、精神科医療において 

2014年まで 7年で３４件、年平均約 5件の、神出病院事件のよう 

な虐待・不正等で加害者が摘発・逮捕された。神出病院に２０年入院 

した男性「医療刑務所にいるようだった」(東洋経済新報社報道部長 

風間氏 2021ネット配信) 
 

「１４歳の少女が精神病で体験した”極限の地獄”」 

 「拒食症の病で、入院生活を楽しみにしている自分もいた１４歳の少女は入院当日に、

その考えは一気に打ち砕かれた。案内されたのは病棟奥にあるベッドとトイレだけがあ

る、無機質な独房のような個室、鉄格子のついた窓の外は常に日陰でその日の天気もわ

からなかった。----」彼女は７７日身体拘束、４か月半父母と面会拒否、いま東京地裁

に訴訟中(前記ネット配信 21.4.1の一例～関心のある人は https://toyokeizai.net/ca 

tegory/ask-mental-healthをクリック)厚労省発表～身体拘束約１万人(2019.6)、 

2013年まで１２人死亡。 
 

当たり前の生活を取り戻すために 

原氏は強制入院・隔離・身体拘束・面会等の制限は「合法的人権侵害」と挙げてい

るが(前の講演会資料より)、憲法の保障する幸福追求権、居住・移転・職業選択の自

由から考えてどうなのだろうか。精神科入院４０年の伊藤時男氏が現在の精神科医療

が違憲であると国を訴訟、61歳で退院して 8年地域で暮らし、「自分で選んだ場所で

暮らせどこへ行くのも自由、夢のよう今が青春」という(朝日新聞 20.10.1記事)。先

進国に比べ半世紀も遅れている精神科医療の哀しい、恥ずべき現実に足元の家族会か

ら勇気ある一石を投げかけようとする動きがある。 

何より真実を明らかにすべく、患者に寄り添う現場と家族の勇気が問われている。 

  

家族の声 

「月刊みんなねっと」購読のお願い 
 

兵家連では家族会の全国組織である「みんなねっと」の活動を支え、更に発展を 

促す為に「月刊みんなねっと」購読者の拡大活動を行っています。 

各地域の家族会が購読の勧誘に参りますので何卒ご協力の程よろしくお願い 

します。 

 

【賛助会員（購読料金）の種類と年会費】 

個人賛助会員：3, 600 円  団体賛助会員：3, 000 円/人  特別賛助会員：5, 000 円/口 

筆者カット 
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兵庫県の精神保健福祉サービスの 

向上をめざして連携しています 
 

兵庫県精神保健福祉士協会 会長 北岡 祐子 
 

 いつも大変お世話になり心より感謝申し上げます。兵庫県精神保健福祉士協会では、

ひょうかれん誌Ｑ＆Ａや電話相談の協力、全国大会のお手伝い等、それらの機会をいた

だくことで我々の貴重な学びと経験になっております。昨年度は神出病院事件真相究明

と第三者委員会設置を求め、県下の 6 団体としてともに名を連ね要請書を神戸市へ提出

いたしました。そして誰もが安心・安全に利用できる精神医療や保健福祉サービス作り

への働きかけを行う決意を分かち合いました。ひょうかれんに所属されながら、当協会

会員として支えてくださっている方々もいらっしゃいます。今後も皆様とともに取り組

んで参りたいと願っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

『仕事だいじょうぶの本』（ペンコム出版）のご案内 
 

医療法人尚生会 （創）シー・エー・シー 北岡 祐子 
 

このたび精神障害や発達障害のある方々へ実施していた就労支援の 

ためのＳＳＴを、当事者向けの本として出版いたしました。精神障害 

や発達障害のある「働きたい」と希望している方々に、その場その場 

に対応するコミュニケーション方法を詳細に解説しています。自分ひ 

とりでも学べ、支援者と一緒に練習することもできます。また障害の 

有無関係なく、新社会人として歩み始めた人や、働きたいと思ってい 

てもコミュニケーションに自信がないと感じている人、また今働いているけれども職場の 

人間関係に悩んでいる人にも活用いただけるようテキスト形式で読みやすい作りになって 

おります。就労を支援する立場の人も、本を見ながらすぐＳＳＴが実施できます。6月 5 

日（土）の神戸新聞（オンラインも）でも紹介されました。大手の書店やアマゾンなどの 

通販でも購入できます。ぜひお手に取ってご覧くださいませ。皆様のお役に立てることを 

願っております。 
 

 

 

 

 

 

 

投稿 

精神科救急窓口のご案内  
 

 

平日：午後 5 時～翌日午前 9 時 

土・ 休日：午前 9 時～翌日午前 9 時 

（平日昼間は健康保険事務所へ） 
※ご利用の際は、氏名・ 住所・ 連絡先を対応職員に告げてください。 

精神科救急情報センター電話番号：078- 367- 7210 
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精神疾患と共に歩んだ半世紀 

地域生活支援センターポルタ 大西 晴美 
 

私は神戸大学附属病院で生まれました。私の母は血液型不適合のため、病院で何度も検

査しました。私は医師から 5歳までしか成長しないか、精神に異常をきたす可能性がある

と言われたそうです。私はそれでも順調に成長しましたが、幸せとは言えませんでした。 

父の妹が統合失調症で、体調が良くなると薬を飲まなくなり体調が悪化するので入退院

を繰り返しました。その度に、父はイラ立ち、それが私に向けられるのです。父はお酒を

飲むと暴力を振るいました。 

小学 5年生になると、朝礼で倒れたり授業中に過換気症候群を起こしたりして、その度

に保健室で過ごしました。三田市民病院の小児科や神戸大学附属病院の精神科に通院しま

したが改善しませんでした。 

中学生になると、養護教諭が『絵画療法』や『箱庭療法』に熱心な方で、私を連れてい

ろいろな所で心理療法を受けさせてくれました。中学３年生の夏には、その『箱庭療法』

を受けましたが、「これで何が分かるのか」と思いました。でも、だんだん楽しくなり、

この解放感で精神的に良くなることを、大人になって知ることができました。おかげで、

楽しい高校生活、専門学校生活をおくることができたと思います。 

20歳で結婚しました。当時の夫とは養子縁組をしたのですが、父とは相性が悪く、私

の両親とは別居し、その後 3人の子どもに恵まれました。 

次女を出産後、体調不良になり心療内科で『双極性障害』と『解離性障害』と診断され

ました。思うように家事や子育てができず、近所の方に手伝ってもらいながら何とか生活

することができました。当時の夫はこの病気への理解が無く、よく暴力を振るいました。

私自身も薬をきちんと飲めていなかったため昼夜逆転の生活になり、解離性障害もひどく

なって、多くの人格と交替するという状態になりました。長男が高校生になると、「別人

格に乗っ取られ過ぎや。勘弁してくれ。」と言われ、私は一人暮らしを始めました。その

後、当時の夫とは離婚しました。 

7年前に、双極性障害の今の夫と再婚。彼は別人格とも上手に対応してくれ、薬を飲む

ように促してくれます。そのため、別人格も次第になくなり、体調も落ち着いてきて幸せ

な生活をおくることができています。 
 

 

当事者の声 

ひょうかれん賛助会員募集  
あなたのご支援で、ひょうかれんは運営されています！一口以上何口でも結構です。 

 

年会費：団体の場合 一口 10, 000 円 

年会費：個人の場合 一口 3, 000 円 

振込先：郵便振替 01110- 4- 83568 兵家連 
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兵家連電話相談室令和 2年度実績報告(障害者 110番)  

4月 47 20歳未満 3

5月 0 20歳代 4 人生・家族 252 在宅福祉サービス 8

6月 64 30歳代 26 家庭生活 74 施設・機関・窓口 28

7月 59 40歳代 172 その他 27 福祉機器 0

8月 63 50歳代 147 介護・介助 5

9月 64 60歳代 124 家族問題 16 その他 5

10月 78 70歳以上 58 財産・金銭 8

11月 61 不明/非回答 131 事故・賠償 0 趣味・余暇活動 5

12月 83 人権 5 社会参加 10

1月 21 その他 2 行事情報 0

2月 79 神戸市 291 その他 3

3月 46 阪神南 106 生計 13

合計 665件 阪神北 44 所得保障 6 保健・衛生 30

※月平均 約55件 東播磨 40 年金・手当・恩給 19 医療相談 78

北播磨 6 税金 1 医療費 1

中播磨 17 住宅・設備 3 医療関係機関 1

男 女 西播磨 47 仕事 44 その他 12

148 517 但馬 15 その他 9

丹波 5

淡路 5

当事者 家族等 県外 4

463 202 不明/非回答 85

③当事者割合

家族・家庭　353件

法律　31件

福祉サービス　46件

①月別延べ相談数 ④年齢別件数 ⑥相談内容別件数

⑤地区別件数

生きがいづくり　18件

合計　665件

②男女比

経済・生活　95件

保健・医療　122件

 

 

令和 2年度 兵庫県精神障害者相談員 相談実績 
 兵庫県では、精神障害者の保健福祉等に関し、当事者又は家族等が身近な立場で相談支援

を行う精神障害者相談員令和 3年 3月 31日現在 279名）が全市町に配置されています。 

令和 2年度の相談実績等は次のとおりです。 
 

 

①圏域ごとの相談員数、相談対応件数について ②相談者の内訳（延べ人数）（人）

5,985

2,341

神戸・阪神 107 2042 247 1,254

東播磨 40 1,173 159 9,580

北播磨 27 1,354 58 ③相談内容（件数）　　　（件）

中播磨 24 864 3 3,079

西播磨 31 1,038 67 77

但馬 23 1,566 98 286

丹波 9 655 9 1,764

淡路 18 888 176 1,098

合計 279 9,580 817 1,562

1,714

9,580

相談対応以外の件数

（会議・行事等への参

加）（件）

相談対応件数（件）
相談員数（人）

（R3年3月末時点）
圏域

合計

その他

家族

本人

法律関連

家族・家庭関連

合計

健康・医療関連

社会復帰・社会参加関連

福祉サービス関連

生活関連

経済関連

  

令和 2年度担当者：27名

名 
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兵庫県精神保健福祉士協会 PSW 
   
 
 

 
 

 

私は幼少時から自閉症と言われていました。数字や歴史が好きでしたが対人関

係が上手くいきません。現在就労継続支援 A型に通っていますが、将来のことが心配で

す。こんな時は何処に相談すればいいのでしょうか？今は、家族と住んでいますが、一

人暮らしを考えています。 
 

 

お話を伺うと、子どもの頃から自閉症と言われていらっしゃったということで

す。多分ご家族は、ご自身の得手不得手を早く知ることができれば、得意なことは伸ば

し、苦手なことは上手に避けられるように、あるいは工夫して対処できるようになるこ

とを願い、お伝えになったように思います。好きなことについては、その分野の理解や

知識も深まり、充実感や楽しみも得られると思います。ただ対人関係に悩まれているよ

うです。コミュニケーションとは、自然に身に着くことではなく、練習や経験を積むこ

とが大切です。「こんなときにはどうしたらいいのだろう」と思ったとき、教えてくれる

人や、一緒に言い方を練習してくれる人がいるといいのですが、身近にいなければ、発

達障害のある方に向け、わかりやすく解説したコミュニケーション方法の本もいくつか

出版されていますので、参考になさってはいかがでしょうか。 

今は就労継続支援 A型に通われているとのことですが、将来のことが心配というの

は、ご自身で生活できるくらいの収入を得たいと考えていらっしゃることと思います。

ハローワークには専門援助部門というところがあり、障害のある方の就職相談を受けて

くれます。障害を理解し、働きやすいように配慮してくれる「障害者雇用」をしている

企業も増えています。就職に不安を感じていらっしゃれば、兵庫障害者職業センターへ

相談すると、職業適性検査や働くための準備を整えるプログラムに参加することもでき

ます。あるいは、就労移行支援事業所を利用すると働く習慣作りやコミュニケーション

の練習ができます。そこで自信をつけてからハローワークで就職相談をするという方法

もあります。お住まいの地域に、障害者就業・生活支援センターやしごとサポートとい

う就労や生活について相談できる窓口もありますので、おひとりで悩まずぜひ活用して

ください。 

今回もご相談いただいたご家族からの事例をご紹介します。 

なお、守秘義務により内容は若干変更させていただいております。 
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第15回兵庫県障害者のじぎくスポーツ大会　　陸上・フライング かなざわ和夫さんと語る福祉ZOOMミーティング　

ディスク（車いす）＜ユニバー記念競技場＞　（新銀、新銀　茂） ＜リモート参加＞　（新銀）

令和２年度　会計・業務監査　＜県福祉センター＞　 16 みんなねっとR3総会　＜リモート参加＞　（新銀・南部）

（新銀、南部、山本、國下（ZOOM）） 21 近畿ブロック代表者会議　＜リモート参加＞　（新銀・南部）

令和3年度　第1回理事会　＜県福祉センター＞　（※1） 23 令和3年度定時総会　＜県福祉センター＞　（※2）

令和3年度　第1回総合企画部会　＜書面開催＞　（新銀） 園田学園女子大学来所（田中先生・学生）　

第１５回兵庫県障害者のじぎくスポーツ大会　バレーボール（精） ＜県福祉センター＞　（新銀）　

＜県立障害者スポーツ交流館＞　（新銀　茂） 共産党ほりうち秘書来所（厚労省との経過報告）　

国会請願署名打ち合わせ（維新の会　片山氏・一谷氏）　 ＜県福祉センター＞　（新銀・南部）　　

＜片山氏事務所＞　（新銀、南部、涌波） 26 兵家連きょうだい会　第52回　＜県福祉センター＞　（新銀・福田）

第１５回兵庫県障害者のじぎくスポーツ大会　卓球（精） 令和３年度「神戸・三田地域障害者雇用連絡会議」/令和３年度

＜県立三木総合防災公園＞　　（新銀　茂） 第１回「神戸地域障害者雇用・就業支援ネットワーク会議」

24 いこいの場所ひょうご定例会　＜県福祉センター＞ 合同会議　＜リモート参加＞　（佐伯）

PSW協会（北岡会長、角野氏）との精神科病院環境改善 赤羽大臣事務所訪問　＜赤羽大臣事務所＞　

打ち合わせ　＜県福祉センター＞　　（新銀、南部） （新銀、本條、奈良県連奥田）

第15回兵庫県障害者のじぎくスポーツ大会　陸上競技（身）・フ 8 ピアサポート研修　＜県福祉センター・王子分館＞　（藤田）

ライングディスク（身・精）＜県立三木総合防災公園＞（新銀　茂） ピアサポート研修　＜県福祉センター・王子分館＞　（藤田）

国会請願署名打ち合わせ（立憲民主党桜井氏） 公明党政策要望懇談会　＜リモート参加＞　（南部）

＜桜井氏事務所＞　（新銀、南部、涌波） いこいの場ひょうご定例会　＜県福祉センター＞

ぽこあぽこ加納様打ち合わせ　＜県福祉センター＞　（藤田） 荒木副知事選挙啓発来所　＜県福祉センター＞　（新銀、涌波）

国会請願署名打ち合わせ（日本共産党衆議院議員清水氏、 14 園田学園女子大学学生訪問　＜県福祉センター＞　（大倉）

近畿ブロック事務所布藤氏、堀内氏、県会議員ねりき氏） 16 いのち対策室打ち合わせ　＜県庁＞　（新銀、涌波、南部）

＜県福祉センター＞　（新銀、南部、涌波） 29 第2回総合企画部会　＜リモート参加＞　（新銀）

№98会誌・編集委員会　＜県福祉センター＞　　 ひょうごボランタリー基金助成事業申請審査プレゼンテーション

（新銀、南部、藤田、涌波、伊東、代田） ＜リモート参加＞　（南部）

令和3年度・第2回運営委員会　＜県福祉センター＞ 立憲民主党 政策要望・意見交換会　

（新銀、涌波、南部、藤田、大倉、新銀　茂） ＜神戸市教育会館＞　（新銀、南部、涌波）

ひょうかれん米打ち合わせ　＜県福祉センター＞　（藤田、本條） 令和3年度・第3回運営委員会　＜県福祉センター＞

ピアサポート研修　＜県福祉センター＞　　（藤田） （新銀、涌波、南部、大倉、佐伯、新銀　茂、藤田）

共同通信社取材　＜県福祉センター＞　　（新銀） 東京2020パラリンピック兵庫県聖火フェスティバル

4 ピアサポート研修　＜県福祉センター＞　（藤田） ＜神戸総合運動公園陸上競技場＞　（新銀）

第17回兵庫県障害者芸術・文化祭実行委員会　

第1回実行委員会　＜リモート参加＞　（南部） ※1：新銀、南部、藤田、涌波、大倉、伊東、佐伯、松尾、福田、三木、

いこいの場ひょうご定例会　＜県福祉センター＞　　　 大塚、山本、國下、本條

R3年度第1回兵庫県福祉サービス適正化委員会　 ※2：新銀、南部、藤田、涌波、大倉、伊東、佐伯、松尾、山口、新銀茂、

＜県福祉センター＞　（新銀） 　　 　 吉井、三木、大塚、河上、久下、國下、本條（一部ZOOM参加）

県庁福祉課水嶋様来所　＜県福祉センター＞　（新銀）
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編集委員：新銀、涌波、南部、藤田、伊東、代田 
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 兵 家 連 活 動 日 誌 

 

役員の動き 

（2021年５月～８月） 
Ｋ
Ｓ
Ｋ
Ｐ 

定
価
：
五
十
円 

編 集 後 記 
人類は今、史上稀に見るパンデミックに遭遇している。コロナ禍への向き合い方、 

ワクチン接種への取り組み方など、世界各国のお国事情が次々に明るみに出された。 

国のリーダーシップや国際社会での位置、国同士のつながり、医療体制や国民との 

信頼関係など、課題もいろいろ見えてきた。 

国も、家族も、人の生き方も、結局同じなのだと感じている。（代田） 
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