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「共生」と「隔離」のはざまで ～津久井やまゆり園で起きたこと～ 
 
遅ればせながら、新年のご挨拶を申し上げます。本
年も、私どもへの活動への変わらぬご支援・ご鞭撻
を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。年頭
に当たり、『「共生」と「隔離」のはざまで～津久井
やまゆり園で起きたこと～』を書かせて頂きます。 
 
あの場所で、いま、なぜ、再建なのか 
早いもので、津久井やまゆり園事件からもう二年

目になろうとしています。改めて、この件について
今後も風化させないことが、いちばんの、障害者運
動として大切なことだと思います。7・26 の事件は
19 名の方が命を落として、27 名の方が負傷し、
内、23名の方がまだ治療しているという状態です。
津久井やまゆり園の利用者は、全員、園から出て、
他の関連施設など違う所で生活しています。たまた
ま空いていたから入れましたが、どうもそれらの施
設も 3 年、5 年でやはり取り壊さなければいけない
状況です。皆バラバラな所で生活をしています。し
かし今後のことを考えるとき、やはり、何故、被害
のあったあの同じ場所に建て替えるのか、今、改め
て疑問に思っています。施設を即解体することは今
すぐにできるわけではないと、障害者団体も私自身
も考えています。ただちゃんと、そこは施設の理念
と行政の基本的な理想を掲げてほしいと思っていま
す。施設ありきとか、そういったところで結論を出
してほしくないのです。 
 
選択肢の少ない中で、本当に意思決定はなされたの
か？！ 
そうかといって、グループホームとか何名規模の

入所施設ならどうなんだろうか、ということを現時
点で決めるのは時期尚早と考えます。まずは、個人
の意思を確認する、そのためには選択の表現方法を
考えなくてはいけないんだろうと思います。しかし
現実には、はなから本人の意思確認は無理だろうと
して、家族の意見が尊重され、行政の意見が優先さ

れる。そこは、とてもやはり残念で仕方がありませ
ん。選択肢と言うと、意味が広くなってしまうのだ
けれど、例えば、ここで大地震が起きて、震度５・
６とか揺れると、健常者は階段とか非常階段とか非
常スロープとか、色んな選択肢がありますが、で
も、車イスで暮らす私には、エレベーターしか選択
肢が無いんです。あともう一つは、誰かが助けてく
れるか、です。選択肢が少ないことが、これからの
課題だと思います。どういうことかと言うと、今ま
で津久井やまゆり園で生活していた人たちが、本 
当にあそこを選択したのかどうか、もう一つは、や
はり意思決定がちゃんと自分でできていたのかどう
かということです。施設生活している中で障害者の
選択肢ってとても狭いです。限られています。ここ
の利用者たちは意思決定ができないと、はなからそ
うやって言われてしまう。かたや国は「地域生活移
行」という大義名分を謳っているわけです。選択肢
のことを考えると、「地域生活移行」と言いながら
も、本当に移行しているんでしょうか。 
 
「共生」というが、差別・格差が隠されているので
はないか 
「共生・共に生きる」とか、「共に生きる地域・社
会」と言われるが、その中にどうも格差が生まれて
いるのではないかと思います。障害者の中で格差が
生まれていて、いいように使われているような気が
して、これは私の被害妄想かもしれませんが「共
生・共に生きる」というのが、意味が違ってきてい
るような気がするんです。「共生」の中に、差別と
か格差とか、それがどうも隠蔽されているような気
がしているんです。障害者同士の中でも、一番そこ
が課題なのかもしれません。今回の事件でそれを象
徴的に感じます。 
 
教育のなかで自分の意思を育てていない 
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加害者は一体何歳から障害者に出会って関わった
のか、多分３年前にアルバイトで津久井やまゆり園
に入った時ではないか、と思うのです。そして、次
の年に正職員になったわけです。その前にきちんと
考えなければならないことが沢山あったはずだと、
私は思います。そして、私たち障害者自身も、健常
者とか一般社会に出会っていなかったと思っていま
す。そこが一番、自分の中ではどう整理していいの
か、今でも結論は出ません。ただ一つだけはっきり
しているのは、あまりに具体的に、施設の人数は何
名がいいとかグループホーム化されればいいとか、
それは言いたくない。そこに乗ってしまうと、結
局、結論ありきのツボにはまってしまうわけです。
ただ、具体的に何を言えばいいのか。選択肢って何
なのか、自己決定って何なのだろうか、そういった
ことを是非考えていかなくてはいけないと。でも、
意思決定をできないわけでは絶対ないわけです。好
きなもの、嫌いなもの、どこに住んで、どこに行き
たい、それができていないのは、やはり経験がない
からです。ずっと、生まれたと同時に、決められた
コースのように幼稚園そして小・中学校は養護学校
で、特別支援学校で、と進んできて、でも、そうし
たいかどうかについては、一言も聞かれてない、と
私は思うんです。だから、意思決定とか意思確認
は、まず、自分が何をしたいのか、目的が何なの
か、そういったことをきちんと確認することが大事
です。時間かかりますよ、教育って。それがこれか
らやるべき必要なことだろうと思います。 
 
津久井やまゆり園の事件を関係論の中で考えたい 
先ほどからこだわっている「選択肢」ですが、自

分がどういう生活をしたいのか、それを小さい頃か
らきちんと教育の中でやってほしいです。それは障
害者だけじゃないです。一般に子どもたち皆に知っ
てほしいんです。どういう生活をしたいか自分で決
める。それには、選択肢がなければなりません。経
験や可能性の提示で選択肢が広がって初めて、選び
取ることができる。今回の「建て替え問題」のなか
には、私は正直言って、そういう考え方がなかった
のだろうなと思っています。そういう点で、本当に
関係論とか関係の問題が重要です。和光大学の学生
時代、教授の篠原睦治さんたちとは、よく、関係論
とか人間関係そういったものを議論した仲で、どん
なに言い争ってもどんなに喧嘩しても、私がトイレ
に行きたくなったら、〝休戦協定〟を結んでトイレ
の介助をしてもらうわけです。それは人間関係だと
思っています。このような関係論の中で、この津久

井やまゆり園の事件を考えてほしいと思います。関
係性ができてないから起きた事件ではないと思いま
す。私が施設にいる時代には「障害児」という概念
がなかったし、今の知識で振り返ると、「軽度知的
障害」「LD」「ADHD」などと言われる「障害児」
があの頃にもいたなあと思うのですが、「障害者」
概念が一般的に登場してくるのは、戦後、大分経っ
てからだと思います。やはり、いかに出会うこと、
関係を持つことが大切か、ということを、私は身を 
持って感じています。三日つき合えば、慣れます。
いろんなことに気づけるわけなんです。 
 
亡くなった19人の無念の思いを引きずりながら 
この事件の根幹にあるのは、彼が障害者のことを

知らなかったことだろうと感じます。彼は 20 歳を
過ぎて多分初めて障害者や施設を経験したのだろう
と思います。そのあたりで「かわいそうな人で、で
きない人、ダメな人で、いろんな迷惑をかける人」
といった目で見てしまったのだろうと思っていま
す。私は難しいことは言いたくありませんが、感情
的に言うけれど、「知らないこと」というのはダメ
なんです。知らないことは今の社会の中で許されな
い。旅の恥はかき捨てのように、旅の中での出来事
は許されると言うけれど、人権・権利擁護の中で言
うと、それは許されないです。そこできちんと考え
てほしいと改めて思っています。 
 
今回の事件を受けて、2017年 1月26日に、神奈

川で全国集会を開きました。300 人以上が参加しま
した。やはり、関心が高いことを感じます。昨年 7
月 26 日には神奈川で 2 回目の集会を行いました。
この事件を、風化させてはいけない。絶対に忘れて
はいけない。だからそういった意味で、あそこに同
じ建物を建てるのは適当かどうか、私は疑問に思っ
ています。一般社会や地域に出会っていけるよう、
是非、皆様方にもご協力いただきたいと思います。
命を落とされた１９人には、これからもっといい人
生があったはずなのに、それが無くなってしまっ
た。１９人の思いを考えると、なんて言っていいか
わからないのですけれど、私は残念でなりません。
ですから、この事件のこと、この事件がなぜ起こっ
たのか、その背景にある社会状況、関係性の問題、
これらを、社会・地域で考えていただきたいなと思
っています 
 

神奈川県障害者自立生活支援センター 
理事長 鈴木治郎 
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「障害者も快適に楽しめる牧場作り」をテーマに取り組む 
こどもの国牧場へ⾏ってみませんか 

 
こどもの国とは？ 

「こどもの国」は「こどもの健康を守り、情操を豊
かにし、⾃然の美と恵みを遊びの中に⽣かしてい
く」をテーマに造られたこども達のための施設で
す。広さはおよそ 100 ヘクタールで、これは東京デ
ィズニーランドの約 2 倍に相当します。園内には遊
具広場、⾃由広場、横浜⼀⻑いローラー滑り台、
湖、ミニアスレチック、つり橋、サイクリングコー
スなどがあり、湖ではボートやドラム⽸いかだで遊
べます。今回は、園内にたくさんあるスポットの中
でも「障害者も快適に楽しめる牧場作り」をテーマ
に取り組む、雪印こどもの国牧場をご紹介します。 

牧場で動物たちとふれあえる 
 牧場エリアには、約 40 頭の乳⽜や⽺がいます。
ここで『特別⽜乳サングリーン』⽤の⽜乳が搾られ
ています。また、⼤きな⽜やかわいい⽺たちにエサ
を与えることができます。 
 隣接するポニー牧場では、乗⾺体験もできます。
係り員が付き添うので、初めての⽅でも安⼼して乗
⾺できます。 
 さらに「こども動物園」では、モルモットを抱っ
こしたり、うさぎとふれあったり、ヤギ等かわいい
動物達にエサをやることができます。⼤きな⿃かご

のようなスペースの中に⼊って、たくさんの⿃達を
間近に⾒ることもできます。 
 牧場で搾られた⽜乳は、敷地内のミルクプラント
に運ばれ、関東ではこの牧場でしか⽣産されていな
い『特別⽜乳サングリーン』として売店で販売され
ています。低温殺菌のノンホモ⽜乳で、⽜乳本来の
美味しさを味わえます。さらにサングリーンを使⽤
したソフトクリームは⼀度⾷べるとまた⾷べたくな
る美味しさです。 

安⼼して楽しめる 
 昨年 10 ⽉、牧場を管理する株式会社雪印こども
の国牧場のスタッフの皆さまに障害者理解促進コー
ディネート研修（神奈川県委託事業として当法⼈が
実施）を受講していただきました。 
 「僕もポニーに乗ってみたい」、「私もモルモット
をだっこできるかな」。障害のある⼦も、ない⼦
も、安⼼して牧場を楽しんでもらいたい。そんな思
いのスタッフが、⼦どもたちの夢をかなえてくれる
ことでしょう。 

インフォメーション 
雪印こどもの国牧場 ウェブサイト 
http://www.kodomonokuni-
bokujyo.co.jp/index.html 
電話：045-962-0511 

  

私のおすすめ 
KILC が取材・執筆を担当した平成 28 年度の神奈川県社会福祉協議会の機関誌『福祉タイムズ』（6 ⾯「私
のおすすめ」コーナー）に掲載された記事をお届けします 
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平成２８年度も残すところあと数か⽉となりま
した。今期を簡単に振り返ってみようと思いま
す。 
 
４⽉：平塚市徳延に新しい拠点が出来ました。 
   春の展⽰即売会に参加しました。⼿芸品
をメインに出店しました。 
   公園清掃が始まりました。今期から新し
い作業です。 
５⽉：約半年ぶりに農作業が再開されました。 
   今は⼩松菜の収穫をしています。 
   平塚事業所合同バス旅⾏で⽊下⼤サーカ
スと中華街に⾏きました。 
６⽉：養護学校の合同説明会に参加しました。
パソコン教室が⼈気です。 
７⽉：平塚競輪場のリニューアルが終わり福祉
売店の運営を再開しました。 
   夏の展⽰即売会に参加しました。 
   トマトなど野菜を中⼼に販売しました。 
８⽉：事業所名を「キルクももはま」に変更し
ました。 
９⽉：養護学校の⾒学・実習の受け⼊れをしま
した。 
１０⽉：秋の展⽰即売会に参加しました。 
    あさひ祭りでパンの販売をしました。 
１１⽉：平塚事業所合同バス旅⾏で御殿場⾼原
時之栖と伊⾖フルーツパークに⾏きました。 
１２⽉：恒例のクリスマス会を開催しました。 
    冬の展⽰即売会に参加しました。 

    ソックモンキーが売れ⾏き好調で完売
でした。 
１⽉：地元の神社へ初詣に⾏きました。 
３⽉まで⼀年で⼀番忙しい時期に突⼊です。 
 
今期は農作業の他に公園清掃などの施設外就労
が加わりました。今後も新しい作業を積極的に
受注していきます。バタバタと忙しい 28 年度で
したが、体制を整えながら新たな気持ちで来期
を迎えたいと思います。 

キルクももはま 管理者 椎野 

地域活動⽀援センターこぶしが所属している平
塚市地域作業所連絡会を紹介します。 
今から４０年も前、今のように利⽤できる制度
が乏しい中神奈川県では地域作業所が数多く作
られました。⼀時は５００ヶ所もありましたが
今は制度改⾰により 

地域活動⽀援センターや就労継続⽀援Ｂ型と
いうように形はそのままで制度のみ変ってきま
した。星の数ほど作業所をという当時の神奈川
県知事の旗振りの下、多くの作業所は⽴ち上が
りました。規模は⼩さいですが⽴ち上げた創⽴
者の⽅々は創意⼯夫し、活動内容も多岐に渡り
創作活動や下請け受注作業など多くの⽅々のニ

地域活動⽀援センター 
こぶし 

キルクももはま 
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ーズに合わせた作業所が作られ、乏しかった養
護学校卒業後の進路は開拓されてきました。 
 その中で平塚市では３０年前に市内１０ヶ所
の作業所で「平塚市地域作業所連絡会」が創設
されました。作業所の相互の交流と親睦を中⼼
に⼒を合わせ問題解決をすることを⽬標に活動
し、研修会の開催やそれぞれの作業所で製作し
た⾃主製品の販売先を開拓したり精⼒的に活動
してきました。平塚市役所で活動している常設
の福祉売店である「福祉ショップありがとう」
の設⽴にあたり、連絡会の活動が認められた結
果が福祉ショップ設⽴のきっかけとなりまし
た。 

２０数年前平塚駅のコンコースでのワゴン販
売をスタートした展⽰即売会も、年に⼀度２⽇
間の販売で参加作業所も⼀桁台の数でしたが
年々作業所数と⾃主製品製作作業所が増え、２
⽇間が４⽇間に増え、⼀度が四度に増えまし
た。市⺠の皆様のご⽀援とご理解をいただき、
平塚市⾏政もバックアップ体制をとっていただ
いたことで多くの市⺠の皆様が開催を待ちわび
てくださるようなイベントへと成⻑しました。
これも先⼈の⽅々の努⼒の結晶だと思い今後も
発展できるように頑張ってゆきたいと思いま
す。 

地域活動⽀援センターこぶし 
所⻑ ⾚部 勉 

去る１２⽉２３⽇（⼟）にクリスマス会を⾏い
ました。当⽇は利⽤者２２名とご家族４組が参
加して下さり、⾮常に沢⼭の⽅に来ていただき
ました。 

例年、パーティー開催前に利⽤者の⽅々みん
なでピザのトッピングやケーキ作りを⾏ってお
り、各々が好きな具材を選んでトッピングした
りフルーツが沢⼭のったケーキなどが出来上が

りました。他にもチキンやオードブル、お寿
司、ジュースやお菓⼦など沢⼭の⾷べ物を⽤意
して、クリスマス会を開催しました。 

当⽇は⼤判焼きの販売もあり、あんこ・クリ
ーム・カレーの３種類の味から好きなものを選
んで購⼊しました。焼き⽴てを召し上がる⽅も
いらっしゃいました。 

パーティーの後半では、クリスマスプレゼン
ト贈呈のビンゴゲームで盛り上がりました。⼀
番にビンゴになった⽅と、⼀番最後にビンゴに
なった⽅にはクリスマスプレゼント＋α のおま
け付きでした。 

またクリスマスプレゼント贈呈の際には、⼿
作りのクリスマスカードも贈呈しました。カー
ドには１年間の活動や様⼦の中から厳選した写
真を載せてプレゼントしました。 
 クリスマス会は⼀年の⾏事の中で⼀番⼤きな
イベントで、年々参加者も増えており楽しみに
されている⽅も多いようです。 
次年度もさまざまなイベントを提供していけた
らと思います。 

あつぎみなみ・デイサービスキルク 末永 

あつぎみなみ 
デイサービスキルク 

（⽣活介護事業所） 
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 神奈川県障害者⾃⽴⽣活⽀援センター 
〒243-0035  厚⽊市愛甲 1-7-6 

Tel: 046-247-7503 
Fax: 046-247-7508 
Mail: info@kilc.org 

■ 
キルクももはま 

〒254-0815  平塚市桃浜町 2-36 
Tel: 0463-35-2710 
Fax: 0463-35-2786 
Mail: day@kilc.org 

■ 
あつぎみなみ・デイサービスキルク 

〒243-0021  神奈川県厚⽊市岡⽥ 5-8-23 
Tel: 046-258-6633 
Fax: 046-210-9666 

Mail: atsugi-minami@kilc.org 
■ 

地域活動⽀援センター こぶし 
〒254-0077  平塚市東中原 2-14-19 

Tel & Fax: 0463-34-2259 
Mail: kobushi@kilc.org 

事務所案内 
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編集⼈ 
特定⾮営利活動法⼈ 
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