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第23回日本精神障害者リハビリテーション学会にて 

「ベストプラクティス賞」を受賞！ 
   

代表理事 大 場 義 貴 

 このたび E-JANが、12月 3日～5日に高知県で開催された第 23 回日本精神障害者リハビリテーション学会にて第

8回ベストプラクティス賞を受賞しました。 

 ベストプラクティス賞はわが国の精神保健医療福祉の現状を踏まえ、精神障害者のあるべき姿を展望し、それに

到達するためのモデルとなる実践を評価することで、全国での実践の質の向上に寄与することを目的とし、日本精

神障害者リハビリテーション学会が 2008 年より創設した賞です。選考にあたっては「ボストン基準」と呼ばれる 7

つの世界基準に学会独自基準を加えた 8つの基準を満たす必要があります。E-JANは選考委員会より推薦を受け、常

任理事会にて満場一致で決定されました。12月 4日の総会の際に表彰式が行われ、翌 12月 5日には、大場が、受賞

記念スピーチを行いました（写真）。 

特に、約 20年間にわたり、地域にネットワークを作り、精神保健福祉活動の底上げに取り組んで来たことや大学

などとも連携して学術的な基盤と社会的信頼があること、当事者や家族が多く会員として参加していること等が評

価されました。 

  

 昨年の「内閣府特命担当大臣表彰」、「日本精神保健福祉連盟ベストプラクティス」に続き、今回の受賞ですが、

これは浜松の取り組みに対する評価であり、E-JANは代表していただいただけであるのだと思います。個人会員・団

体会員の皆様と作り上げてきた、「浜松型の精神保健福祉ネットワーク」は、日本に誇れるスタイルに成長してきた

ものとして、歓びを共にしたいと思います。 
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今回は、平成 28年 4月から施行される障害者差別解消法についてご紹介したいと思います。 

平成 18年に国連において「障害者の権利に関する条約」が採択されました。そこには「障害に基づく差別」の定

義とその禁止について、締約国すべての適当な措置を求めています。 

日本は、平成 19年に権利条約に署名し、以来、国内法の整備をはじめとする取り組みを進めてきました。これに

より、障害者基本法の改正をはじめ様々な制度改革が行われました。その中で、障害者基本法第 4条「差別の禁止」

の具現化の為、平成 25年に障害者差別解消法が成立されました。 

 

障害者差別解消法では、次のようなことを定めています。 

① 障がいを理由に、差別的取扱いや権利侵害をしてはいけないこと。 

② 社会的障壁をとりのぞくための、合理的な配慮をすること。 

③ 国は、差別や権利侵害を防止するための啓発や、知識を広めるための取り組みを行わなければならないこと。 

そして、この法律で差別が禁止されている分野は、 

医療  教育・療育  交通や建物のバリアフリー化  防災  司法手続き  情報バリアフリー  その他  

という、障害者基本法の第 2 章に定められている全ての分野です。障がい者の日常生活、社会生活をカバーする幅

広い分野になります。 

 

国際連合広報センターのホームページには、「障害を持つ人々はしばしば社会の主流からはずされる。差別は色々

な形態を取り、教育や働く機会を拒否することから、巧妙な差別、例えば物理的、社会的障害をつくって隔離と孤

立をはかることまでさまざまである。社会も損害を受ける。障害を持つ人々の膨大な潜在能力が失われ、世界を貧

困化するからである。障害についての認識や概念を変えることは、社会のあらゆるレベルで価値観を変え、理解を

深めることを意味する。」とあります。人の多様性が認められる社会の実現に向けた取り組みが強化されることで、

社会の意識がこれまでとは大きく変わるのではないでしょうか。（眞口） 

 

                       

 

職員紹介 
 

神谷 全 

   「全」と書いて「あきら」と読みます。現在、ぷらたなすで相談員の補助 

業務を行っています。自宅を事務所にして行政書士をしておりますが、開店 

休業状態です。（笑） 

今後は、老齢者と障がい者の権利擁護に特化した行政書士を目指したいと 

思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

2 

障害者相談の窓口  ～ 障害者差別解消法について  ～ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12925618a/EXP=1330741569;_ylt=A3JvcpbBL1BPkosA8Y.U3uV7/*-http:/penguinnokai.img.jugem.jp/20091016_1215331.gif
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12925618a/EXP=1330741569;_ylt=A3JvcpbBL1BPkosA8Y.U3uV7/*-http:/penguinnokai.img.jugem.jp/20091016_1215331.gif
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOT7oODIlskCFaThpgod6KMARQ&url=http://www.timesoft.jp/ftp/09/0907.html&psig=AFQjCNE6K-vAo9tmXTmXeK2tDJjkls2dJg&ust=1447819137501971


 

  

体調を崩して会社を休みがちになり一方的に降格されて手当てがなくなり住宅ローンが支払えなくなった、 

家庭に居場所がなく仕事が終わっても家に帰りたい気持ちにならず考え事をしていて運転していた自動車を 

ぶつけてしまった、初めて就職した会社での人間関係に悩みストレスが高じて流行の洋服などをクレジット 

カードで購入することで気分を晴らしていたがその支払ができなくなった、・・・。 

 私たちの事務所へは、こうした問題を抱えた方が相談に来られます。私たちは法律実務家ですから、「適 

正な賃金を支払ってもらっていない」、「住宅ローンが支払えなくなった」、「他人に損害を与えてしまった」、 

「カードローンが支払えない」などのお悩みについて、これを解決する法的な手段を有しています。相手方 

と交渉したり、場合によっては裁判を行うことによって、その困っている状態を解消することが私たちの仕 

事です。 

 しかし、今その困った状態を解消することができても、困った状態に至った原因や経緯を放置していれば、 

その相談者は、また同じように困った状態に陥ってしまう危険があるということに、私たちは気づくように 

なったのです。とは言え、私たちは、どうして体調を崩したのか、家に帰りたくない気持ちをどうしたらよ 

いか、会社の人間関係から生じるストレスをどうやって乗り越えればよいか、などについては、専門性を有 

していません。また、私たちの多くは個人で事務所を構えていますので、私たちが抱える専門外の悩みを誰 

かに相談することが極めて困難です。 

 そこで、顕在化した相談者の困っていることは私たちが法的に解決する手続きを行い、並行して精神保健 

福祉士がそこに至った経緯などに関して精神保健の側面からアセスメントを行い、何らかの福祉的な支援に 

結び付けるという仕組みができれば、私たちにとって安心だというだけでなく、地域社会にとっても、有益 

な財産になり得ると信じて活動に参加しています。絆プロジェクトが浜松に根づき、当たり前に稼働する姿 

に育つことを。 

 

 

    浜松市自殺対策地域連携プロジェクト 

（絆プロジェクト）のご紹介 

 

                                         代表理事 大場義貴 

 

平成 10年から我が国は、自殺者が 3万人を越え続けました。近年、2万人台になりましたが、先進国では依然と

して高い自殺率です。経済・生活問題、精神疾患等、自殺には様々な要因が関連していると言われていますが、特

に、多重債務状態で自殺のリスクが高くなった方と接する機会が多い弁護士や司法書士等は、一職種だけでは解決

できず、苦慮している状況があります。そこで、精神保健福祉士等が連携し、専門職者側の負担軽減と自殺ハイリ

スク者への包括的な支援を行い、専門職者の連携の仕組みを構築するために、このプロジェクトが誕生しました。

平成 22－23年度は、聖隷クリストファー大学が中心となり、仕組みの基礎を作り、平成 24年度からは、E-JANが浜

松市から受託しています。 

 大変特徴的な取り組みとして、内閣府や総務省からも注目され、関係者には各自治体や各職能団体からも講演依

頼が来ています。 

 司法と福祉は近接領域で、プロジェクトを通して、地域に連携の仕組みが育ち、プロジェクト終了後も、その関

係が継続されることが、地域や当事者の方々にとっては意味があると考えております。 

 

 

  

司法書士 榛葉隆雄 
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法律実務家として感じる絆プロジェクトの意義 
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ティスプーン 1杯が1人分です。 

歌声喫茶「いいじゃん」の開店です。 

 

 

 

☆ お楽しみサロン（おいしいお茶の淹れ方とヘルシーデザート作り） 7月 26日(日) クラブハウス  

「日本のお茶の樹から紅茶や烏龍茶を作ることはできますか？」・・・正解は「できる！」ですね。 

こんなクイズから始まったおいしいお茶の淹れ方講座。淹れ方ばかりでなく、お茶の作り方や成分と健康効果など、いろい

ろな知識も教えていただき、改めてお茶の素晴らしさを感じました。講師は日本茶インストラクターの村松幸治氏。４グループ

に分かれて実際に煎茶を淹れてみました。香りと味を堪能しました！ 

 ヘルシーデザートは、部員の平野眞理子さんを講師に、肥満防止のためにカロリーをおさえ

たお菓子を作りました。砂糖を控えた豆腐チーズケーキと、黒糖くるみ餅の作り方を教えてい

ただき、わいわい言いながら作って試食しました。 

参加者の方からは、お茶やデザートがおいしかった、おいしいお茶を飲みながらおしゃべり

するのが楽しかった、自宅でできたらやってみたい、新しい友達ができてうれしかった、などと

いう声が聞かれました。 （澤木） 

☆ お楽しみサロン（歌声タイム）  10月 11日（日） クラブハウス  

以前にも歌声喫茶に出かけて行ってお楽しみサロンを行いましたが、今回は同じ歌声喫茶「とらいあんぐる」の西川裕

子さんにクラブハウスまでおいでいただき、伴奏していただいてみんなで歌いました。懐かしい歌やちょっと前の歌、唱

歌など、西川さんは電子ピアノで何でも弾きこなしてしまいます。また素晴らしく美

しい声で皆を魅了してくれました。 

おかげでみんなで声を合わせて思いっきり歌うことができ、皆さん本当に楽しそう

でした。普段大きな声を出すことがあまりないので、ストレス解消にもなったことと

思います。また、カラオケと違い大勢で一緒に歌うので、上手ヘタなどわからず、安

心して歌えます。初めて参加された方も、とても楽しかったと言って、ニコニコ顔で

帰られました。 

これからも年に 1回はやっていけるといいと思います。今度は室内の飾り付けなど、

喫茶店さながらの雰囲気を作って。（澤木） 

☆ 聖隷厚生園での交流  9月 26日（土）・11月 29日（日）  讃栄寮・信生寮  

9月 26日に聖隷厚生園で行われた“ふれあい広場”にボランティアとして参加させていただきました。“ふれあい広場”

とは、今回 32回目を迎えた厚生園最大のお祭りで、信生寮、讃栄寮を会場に利用者さんやそのご家族、地域の方々、厚生

園の職員さん、聖隷事業団の役員さんまでが参加されての一大イベントでした。 

開始１時間半前に会場に集合した私がまず驚いたのは、ボランティアの人数の多さでした。集合場所の食堂に、入りき

れないほどの人がひしめき合っていて、大学生や近隣の施設で働く介護職の方、地域住民の方など年齢層も職業も幅広く

て、このイベントへの関心度、地域への浸透度の高さを感じました。 

私は厚生園の職員とボランティアさんとでデザート販売のお手伝いをさせていただきました。 

今回の活動に参加して私が一番感動したのは、職員やボランティアが率先して障がい者にサービスし楽しんでいただこ

うという視点ではなく、障がいがあってもなくてもここにいるすべての人が協力しあい、それぞれができることをしてお

客様をもてなそうとする姿勢でした。讃栄寮で日々作業されている利用者さんは自分達の作成した商品を自らが販売して

いたし、ナルド喫茶でも、障がい者の方々が接客販売をされていて、その方々の笑顔がまぶしいくらい輝いて見えました。

これは、E-JANが掲げる「コノ地ニ生キル幸セ」にも通じるものだと感じました。 

これを機会に今後も交流を、ということで、11月 29日にもたけのこくらぶで讃栄寮へ出かけ、“歌声タイム”を行いま

した。当日は絵画セラピーも同室で行われており、思いがけないコラボができました。利用者の皆さん、とても喜んでく

ださり、次々とリクエストして、楽しそうに歌っていました。またやりたいという声もあったので、ぜひまた機会を見つ

けて行えたら、と思います。（鈴木 喬子） 
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たけのこくらぶ報告 

 



☆ 勉強会（E-JANの今と今後）  10月 18日（日） クラブハウス  

 大場代表をお迎えして、主にたけのこくらぶの部員を対象に勉強会が開催されました。大場代表は、18年前の E-JANの

成り立ちや、ここ遠州地域での取り組みなど熱く語ってくださいました。 

私が E-JANに関わるようになったのは 10年近く前、何も考えず何となく週 1日クラブハウスに足を運ぶ程度でしたが、

今日のように E-JANが発展してきたに至ったのには大場代表はじめ多くの医療福祉の関係者のご苦労があったことが、今

回の勉強会で本当に良く理解できました。E-JAN の発展が今の遠州地域の精神保健福祉の発展に繋がったのだと痛感しま

した。平成 19年の E-JAN10周年記念事業の開催により E-JANの存在を世に知らしめ、E-JANの事業拡大につながってきた

のだなと思いました。そして「コノ地ニ生キル幸セヲ」という大場代表の熱い思いを感じ取れました。 

私は E-JANに育てられたのも同然で、今の私があるのは E-JANのおかげと思っており、これからも大場代表とともに私

ができるすべてのことをやらせていただこうと思えた勉強会でした。（池谷） 

 

☆ 浜北ふれあい広場  11月 8日（日）  グリーンアリーナ  

例年のように浜北ふれあい広場にバザーを出店しました。なぜか毎年ふれあい広場の

日は雨ですが、それにもめげず、お客さんもたくさん来ていて大賑わいでした。売り場

の配置が昨年までと変わり、E-JANは今年は中央の列だったので、少し狭いですが明る

く、よく目についたようで、売れ行きは昨年より 1，5倍ほど増えました。 

偶然来ていた知り合いが、E-JANのことを知ってリーフレットを持ち帰ってく 

れたりして、E-JANの名を広めて理解してもらうという、バザーの目的のひとつ 

を大いに果たしていると感じました。 

物品を寄付してくださった皆様、ありがとうございました。 

これからもよろしくお願いいたします。（澤木）  

                        

 

☆ 甲州東海ブロック家族会研修会   11月 12日（木）・13日（金） 福祉交流センター  

毎年、五県（愛知、岐阜、三重、山梨、静岡）の家族会が行っている「精神保健福祉促進研修会」が、今年は浜松で開

かれました。たけのこくらぶからもその実行委員として協力したり、分科会に参加したりしました。 

各県から合わせて約 470名が参加し、1日目は講演と、みんなねっと（※）や各県連の活動報告、2日目は分科会が行わ

れました。 （※ みんなねっと ＝ 公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会 ）  

講演は、全国精神障害者地域生活支援協議会代表の伊澤雄一氏により「まちでの暮らしを創る～地域生活支援拡充の方

向～」と題して行われました。とてもいいお話で、もっと聞きたかった、時間が足りなかった、という感想が聞かれたそ

うです。 

分科会は「日常生活支援と医療・福祉」、「三本柱で前進しよう家族会」、「偏見・差別とどう向き合うか」、「ピア体験発

表」の４つに分かれて行われました。 

筆者は第 3分科会の「偏見・・・」に参加しました。ご家族の体験談と、デイケア職員のお話、名古屋家連会長の“制

度”に関するお話、そして質疑応答がありました。偏見や差別に対しては開き直りも必要、支援される勇気・支援する勇

気を持とう、また、接することでお互いを知り、認め合える仲間となり、このようなことが地域社会で当たり前になれば、

偏見や差別はなくなっていくのではないか、等の言葉が印象的でした。 

制度的には、既存の機関等の活用・充実を図るというだけの国の方針では、権限と救済の仕組みがなく、実効性がない、

として、名古屋市では新たにワンストップで対応する『障害者差別総合相談センター』を設置したということでした。「障

害者差別解消法」ができ、新たな人権尊重の時代の幕開けが期待されていますが、真に障害者本人の意見を尊重した制度

を作っていってほしいという、切なる願いがひしひしと感じられました。（澤木） 
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交流会のお知らせ 
 

第 1回Ｅ－ＪＡＮアイデアのタマゴ・プロジェクト交流会 を開催します！ 

日 時  平成２７年１月３１日（日）１３：００～１５：００ 

場 所  曳馬協働センター ２０１講座室 

 

今年度の交流会はＥ‐ＪＡＮアイデアのタマゴ・プロジェクト交流会を行います。誰もがここ

ろ豊かに自分らしく生活するためのイベントを、参加者の皆さんで３か月かけて作っていく予定です。 

リカバリーやＷＲＡＰの考え方を取り入れたアイデアのタマゴを皆さんで出し合って、それをイベントとして実

現してみませんか！ 元気でわくわく楽しめるようなイベントをみんなで一緒につくっていきたいという方、ぜひ

ご参加ください！またアイデアのタマゴ・プレゼンテーションの募集も行っています。ご応募お待ちしております！ 

詳細は、この E-JAN通信に同封したチラシをご覧ください。 

なお、この交流会は、赤い羽根共同募金会からの助成金を受けて実施します。会員をはじめ、地域住民の方や、

その他会員以外の方にも大勢ご参加いただいて、話し合い、交流したいと思います。ぜひ皆さん、ご参加ください。 

                                              （山本） 

 

 

 

 

 

ひきこもりサポートセンターこだま から 

浜松市ひきこもり地域支援センター 啓発事業のお知らせ 

 

例年行っているひきこもり啓発事業を今年度も実施します。 

今回は、ひきこもり経験がある方の体験発表と、その内容をもとにシンポジウムを予定しています。 

どなたでも参加できますので、ぜひお越しください。 

 

日  時  平成２８年２月１５日（月） １４：００～１６：３０ 

場  所  浜松市地域情報センター（浜松市中区中央 1丁目 12-7） 

内  容  「これまでのことを話します ～試行錯誤な生き方～」 

当事者体験発表（３名程度） 

コーディネーター：大場義貴先生（聖隷クリストファー大学社会福祉学部准教授、 

浜松市子ども・若者サポートネットスーパーバイザー、E-JAN代表理事） 

定  員  １００名（先着順） 

申し込み  １月４日（月）から２月１０日（水）まで 

電話・FAX・E-mailでひきこもりサポートセンターこだまへ 

 

電話：０５３－４５３－８７４４ 

FAX ：０５３－４５３－８７４５  

E-mail：u-kodama@pearl.ocn.ne.jp 

            ✲ チラシを同封してありますので、ご覧ください。 
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絵手紙     
               

 

 

絵手紙に取り組んでみました。 

何人かがそれぞれ好きなものを書いた中から 

1枚をご紹介します。 

雰囲気がよく出ていますね！ 

（こだまスタッフ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（作者：橋本） 

 

 

作品募集中！！ 

このページに掲載する作品などを募集しています。 

エッセイ、物語、体験談、イラスト・・そのほか何でも 

OKです。ぜひお寄せください。  E-JAN通信 編集部 
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絵手紙を描きました。 

応援するバレー全日本メンバーの

顔を描きました。 

  
 

 

 

 

 

  

 

        山 

だんご虫 

 

今、私には登らなければならない山がある。 

その山は高くて、険しい。 

ほんとうに登りきることができるだろうか。 

もっと自分に合った別の山があったのでは 

ないだろうか。 

私は螺旋階段を上がるように、何周も思い回る。 

「あさが来た」が始まる。少し勇気が湧いてくる。 

よし、今日も頑張ろうとふっきれる。 

まずは第一歩と、自分に言い聞かせて。 

 

   日々のしあわせ 

               S 

 

あたたかい日差しの中で 

洗濯物が風に揺れるのを眺めている 

穏やかに過ごせていることを 

しあわせに思う 
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１２月 
6日（日） お楽しみサロン（クリスマスプレゼント作り） 13:00～15:00 クラブハウス 

11日（金） イエローレシートキャンペーンの日 終日 イオン市野店 他 

    12月 30日（水）～1月 3日（日）まで 年末年始休業 

１月 
11日（月・祝） イエローレシートキャンペーンの日 終日 イオン市野店 他 

31日（日） 交流会 13:00～15:00 曳馬協働センター 

２月 11日（木・祝） イエローレシートキャンペーンの日 終日 イオン市野店 他 

３月 
6日（日） お楽しみサロン（内容は未定） 未定 未定 

11日（金） イエローレシートキャンペーンの日 終日 イオン市野店 他 

☆ 行事の詳細については事務局までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

会費納入のお願い  

会費の納入につきましては、いつもご協力をいただき、ありがとうございます。 

今年度や昨年度までの会費をまだいただいてない方に、振込用紙などを同封させていただきました。お手数です

が、お早目にご納入くださいますよう、お願いいたします。 

お振込みの際には振込用紙にご住所・お名前を必ずご記入ください。どうぞよろしくお願いいたします。 

  

サロン活動のご案内について  

お楽しみサロンは、これまでに参加された方や団体会員に、チラシをお送りしてご案内していますが、そのほか

にも参加したいという方もいらっしゃるかと思います。そのような方は是非事務局にご一報ください。チラシをお

送りいたします。会員以外でも、どなたでも参加できます。 

 

 

～編集後記～ 

・今回は、諸事情により発行が遅れたため、12月の行事に間に合わず、大変申し訳ありませんでした。今後はこのようなこ

とがないように、早め早めに取り掛かるようにしたいと思います。 皆様よいお年をお迎えください。（澤木） 

・イラストを拝見しました。絵心があるっていいですね。絵の好きな人が、サラサラと鉛筆を動かす様子を見ていると感動

します。皆さんの得意分野は何でしょうか。（杉浦） 

・今年の年末年始はどのようになりそうですか。私の場合、卒業論文の完成に向けて息の抜けない年になりそうです。年末

年始はその年ごとに特徴がありますよね。今年もＥ－ＪＡＮ通信の編集に携わらせて頂き、ありがとうございました。来年

もよろしくお願いいたします。よいお年を！（山本） 

・今回もたくさんの記事をお送りすることができ、よかったです。個人的には原稿に取り掛かるまでかなり時間がかかり、

ご迷惑をおかけしました(汗)。（眞口） 
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事務局より 

Ｅ-JAN １２月～３月予定

表 
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