自閉症のある人の地域生活支援
－柏市での取組みー
松井宏昭１
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千葉県柏市は、全国に先駆けて自閉症のあるこどもの放課後支援の取組みがなされた地域で
ある。その後、市民組織である柏市発達障害者支援協議会が組織され、毎月発達障害のサポー
ター研修会が開催されてきている。一昨年、これらの活動を継承し、さらに発展させるため市
民と協働して社会福祉法人青葉会が設立され、強度行動障害者にも対応した自閉症のある方の
地域生活支援が取り組まれている。それらの柏市における取組みを報告する。
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１．はじめに

達障害で行動障害のある人に対しては「相談支
援」
、
「行動援護」
、
「療育・児童デイサービス」等

筆者らが柏市自閉症協会の会員を対象に実施
1)

した調査 により、強度行動障害や引きこもりな

の分野で精力的に取り組んでいるもののその限
界のあることが明らかになった。

ど非常に厳しい事態にあるご本人や家族が少な

一方、弘済学園（神奈川県秦野市）等の実践に

くなく、その方たちへの支援は、
「待ったなし」の

よって、強度行動障害のある人の生活を支えて

状態にあることが知られた。また、これまで NPO

行くためには、病気の人を病院で治療するよう

法人自閉症サポートセンター（千葉県柏市）が取

に、医療と連携した施設において、自閉症を正し

り組んできた事業を通じて、二次障害への対策

く理解したプロの支援者によるきめ細かく一貫

（手立て）が万全でなければ、いかなる自閉症支

した支援を継続して受けることの有効性が証明

援であっても不十分だということもわかった。

されてきている。また、はるにれの里（札幌市）

さらに、2011 年に実施した厚生労働省障害者総
2)

の取組みのように、法人や事業所が支援機関とな

合福祉推進事業 等によって、自閉症者の 2 人に

って地域のグループホームを的確にサポートす

1 人は強度行動障害を経験する可能性があり抜本

ることによって、行動障害のある人が家族の暮

的な対応が求められること、強度行動障害となっ

らす街で元気に暮らしている例もよく知られて

た人の多くは地域から孤立し家族の献身によっ

いる。

て家庭内で暮らす方が多いこと、そういった場合、

障害者基本法が改正され、障害者総合支援法が

母子密着で、過保護、外界だけでなく家族の中で

推進されている現在、これら強度行動障害のあ

も閉ざした状況にある方が少なくないこと、強度

る人がおかれた厳しい実態と、先進的な実践の

行動障害は本人だけでなく家族の負担も非常に

成果を踏まえて、自閉症のある人の地域生活を

大きく心労でダウンしたり家庭生活が崩壊して

支援するシステムを構築し、強力に推進していく

しまうことが少なくないこと、多くの市町村が発

必要がある。
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２．NPO 法人自閉症サポートセンターの活動 3)

自閉症のある人は「引きこもりや、不登校、ニー
トなどの非社会的状況」や「反社会的な状況」
、
「強

千葉県の東葛地域は全国に先駆けてレスパイ

度行動障害」と言った二次・三次障害が一定の確

トが取り組まれてきた地域である。しかし、自閉

率で発生することと、それらへのケアが非常に厳

症児に対する放課後支援の取組みがなかったこ

しい実態にあるという現実である。つまり、言い

とから、柏市自閉症協会（当時は、柏市自閉症児

かえると、これら二次障害への対策（手立て）が

者親の会）によって、2002 年 3 月に学校、家庭に

万全でなければ、いかなる自閉症支援であっても

続く第三の活動の場として放課後活動クラブ「ペ

不十分だということになる。

ガサス」が開設されている。その後、2002 年 9 月

筆者は、自閉症のある人の誰もが陥りやすくか

に親の会を母体とする NPO 法人自閉症サポート

つ最も重篤な二次障害は、
「強度行動障害」である

センターが設立され、2003 年からは制度に基づく

と考えている。

児童デイサービス（現在、放課後等デイサービス）
としてペガサスが実施されてきている。この間の

３．強度行動障害や自閉症のある人の総合的支援

ペガサスの契約者数の推移を図１に示す。2002 年
の契約者数は 25 人で自閉性障害のみ。2015 年の

以上の経緯を経て、千葉県柏市に「社会福祉法

それは 108 人、うち知的障害を伴う自閉性障害 90

人青葉会」が設立され（2013 年 8 月）、アスペル

人、知的障害が 18 人となっているなど、利用者の

ガーの人から、重篤な障害のある人まで、家族が

ほとんどが自閉症の子どもたちである。

暮らす街での豊かなシティ・ライフを支援すると
ともに、関わる職員のやりがいを支え、ご家族の
サポーターとなることを使命として、自閉症のあ
る人の地域生活支援が推進されている。
その中核となるセンターとして、2014 年 4 月に、
強度行動障害者に対応し、自閉症のある人のた
めの総合的な指定障害福祉サービス事業所
「WITH US」が開設された。WITH US は自閉症
や知的障害のある人が、家族が暮らす街で豊か

図１ ペガサスの契約者数の推移

なシティ・ライフを過ごすための基盤的な支援
事業所として、日中活動の支援（生活介護、就労

さらに、自閉症サポートセンターでは、市民の

継続支援、就労移行支援）や、グループホーム・

ニーズに応えて就園前や就学前の自閉症の幼児

ショートステイによる夜間支援、利用されるご

の療育事業所として「リトルペガサス」
、知的障害

本人や家族のための相談支援などの総合的な福

を伴う自閉症者の作業所「生活工房こだま」
、デイ

祉サービスの事業の実施を目指している。

サービス事業所「トライアングル」
、引きこもり等

「WITH US」が SEEDS を追及する基盤的な支

にあるアスペルガー症候群の人の日中支援事業

援事業所を志向する中、利用者や地域の NEEDS

所と就労移行支援事業所「being room」
、相談事業

に応えた事業グループである「自閉症サポートセ

所として「発達障害支援室シャル」
、
「ペガサス相

ンター」はリトルペガサス、ぺガサス、トライア

談室」などを開設している。

ングル、生活工房こだま、being room、発達障害

これらの事業を通じてわかることは、自閉症の

支援室シャルの各事業のサービスをさらに充実

ある人の対応では、障害の正しい理解と、一人ひ

させるために、WITH US の開業と同時に社会福祉

とりに対応した支援が全ての基本となる一方で、

法人青葉会に統合され、新たな NEEDS に応えて

学齢児童の活動の場として第２ペガサス、街の中

４．強度行動障害のある人の地域生活支援 4)
WITH US では、強度行動障害にも対応した自閉
症等の人の地域生活を推進するため、将来の地域
移行を目的として有期限利用の 5 棟からなる通過
型のグループホームが運営されている。

この二年間で最も悪い状態

の作業の場として第２こだまを開業している。
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図２ 強度行動障害判定指針に基づく得点の変化 (n=24)

的な場として各階にリビングを配置するととも
に、2 室に 1 ヶ所ずつトイレ・洗面を配置し、か
つ利用者の動線がぶつからないよう設計されて
おり、個人のプライベートに配慮されている。居
室は、個室でそれぞれ 15m2、天井も高く設計され
ている。リビング等の共通スペースには、WEB カ
メラを設置し、不慮の事故の発見に対応している。
職員は、管理者、サービス管理責任者のもとに、
男女別に主任を配置し、1 棟を 3 人のスタッフが
専属で担当し責任者としてホーム長を配置して
いる。掃除、調理等は、家庭的な雰囲気を前提に
寮母的に世話人を配置している。また、個々のグ
ループホームの夜間支援をサポートするスタッ
フとして、法人の他の事業所から応援体制を組ん
でいる。
以下に、１年を経過したグループホームの様子
を示す。
（１）利用者の変化と生活の展開
グループホームの利用者は、21 歳から 58 歳ま
での男性 20 人、女性 9 人。4 割近くの方が入居前
は強度行動障害があったが、行動障害の頻度は著
しく減ってきている（図２）。
利用者は、少しずつ個のすごしだけでなく仲間
と一緒に過す時間が増えてきている。また、最近
では、これまでは職員の間でしか会話が無かった
方の中で、利用者同士で会話している方も見られ
ている。食卓を利用者全員で囲む、リビングのＴ
Ｖを譲り合う、全員で外出するなど家族らしさが
増えてきている。他の利用者を意識して、衣類整

理や歯磨きなど自分で頑張ろうという意識が芽
生え始めている方も見られる。
棟によっては、最初は、食事の支度から提供ま
でを職員が行っていたが、現在はほとんどの利用
者が自分で冷蔵庫から食事を持ってきて、電子レ
ンジで温めごはんやみそ汁をよそうことができ
ているところも見られる。
生活の展開については、棟ごとにお茶会を開い
たり、イベントなども始めるなど、個を軸に展開
しながらもみんなで楽しめる物が模索されてき
ている。また、棟ごとに役割活動を取り入れてお
り、利用者自身の生活参加のやる気につながって
いる。グループホーム全体で取り組む共通したプ
ログラムも企画されており、共通した土曜活動の
関わりの中で他の棟の利用者と関わりたいと希
望される利用者が見られるようになっている。
棟によっては、継続して曜日ごとにプログラム
を設定し、参加の有無は利用者自身に選んで進め
ているところがある。その棟では、ホームミーテ
ィングを通して利用者同士で話し合い、休日など
のプログラムが決められている。利用者は、生活
の中で個の過ごしと集団での過ごしを選ぶこと
ができ、グループホームでのプログラムに興味を
持ったり、楽しみにしている利用者が増えてきて
いる。最近は、男性棟であっても家庭のように自
然に女性との関わりがあってもよいとの意見が
職員、家族ともに多い。

（２）家庭（帰省）

また、社会福祉法人青葉会には、法人の活動の

土日の帰省が生活の流れの一部になっている

趣旨に賛同して、いわゆるシルバー世代の 3 人の

利用者が多い。課題として、グループホームにお

元企業戦士がこの 4 月に入社し、就労コーディネ

いて自立を考えた週末の余暇支援を行う機会が

ーターとして自由闊達な活動を始めている。さら

少ないこと、毎回日曜日に帰省されている利用者

に、社会福祉法人青葉会と、東京大学高齢社会総

や、まだグループホームでの生活を基盤として移

合研究機構や、一般社団法人セカンドライフファ

すことを受け入れられない利用者、家族がいるこ

クトリー、柏市シルバー人材センターの有志によ

となどがあげられる。

る「ソーシャルビジネス研究会」がスタートして

以上、強度行動障害のある人であっても多くの

いる。障害者福祉の世界での新たな起業につなが

方がグループホームで安定して生活できてきて

ったり、斬新な提案が出てくれば興味深い。ひそ

おり、WITH US が実施してきた支援の確かさを証

かに期待している。

明している。次のステップとして、利用者やご家

多数の市民が筆者らの活動に直接関わること

族とよく話し合って、ご家族の住まれている地域

はなかなか難しいのかもしれないが、自閉症のあ

で安定して生活を送ることを目的とした、本人の

る人の社会参加、地域参加、生活の広がりを進め

強みを生かした生活目標を立て、丁寧に支援を組

ていくためには、その実現の可否が市民に依拠す

み立てることになる。グループホーム職員の支援

ることは言うまでもない。

を補うものとして、ヘルパーの導入といった支援
のアロケーションや、余暇支援事業所とのコラボ
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る。

