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「ほっとスペース八王子」 の合言葉
一、頑張らないこと

二、あわてず、あせらず、のんびりと
三、他人のペースに惑わされず
四、排除でなく、配慮を
五、みんなで考え、みんなで行動
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は じ め に
これまでも、 これからも
ＮＰＯ法人ほっとスペース八王子
理事長

有 川 満 伸

「ほっとスペース八王子」が設立されて２０年です。この２０年間に私たち
「ほっと」をとりまく環境はあれこれと変化しました。障害者総合支援法が施
行されて就労継続支援施設という形態をとり、
ＮＰＯ法人にも移行しましたが、
しかし、「ほっとスペース八王子」は、その設立の根っ子を変えることなく歩
んできました。
さまざまな生きづらさをかかえる「精神病者」が、「ほっと」くつろげる場
であること、仲間が集える場所であること、そして仲間をふやすこと。私たち
の原点は変わりません。
「ほっと」の果たすべき役割はもう一つあります。
「精神病者」が暮らしやす
い社会の実現のために、社会全体に働きかけていくことです。
私たちの生きづらさは、まず、現代の資本主義社会のあり方に起因していま
す。社会全体が変わることなしには、私たちがかかえる困難がなくなることは
ありません。声をあげ行動することで社会を変えるという壮大な課題を決して
見失うことがないように自らを律したいものです。
大きな課題も日々の目標の実現の先にあります。
「ほっとスペース八王子」は、合言葉の一番に、
「頑張らないこと」を掲げて
います。
五つの合言葉の五番目は、「みんなで考え、みんなで行動」です。平凡で分
かりやすい言葉ですが、意義深くてとても好きな言葉です。
２０年の歩みを引き継いで、これからも、
「あせらず、あわてず」
、しかし視
線はしっかり定めて、仲間とともに「ほっと」の歩みを続けていきましょう。
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◎ 「ほっとスペース八王子」 へのメッセージ◎

「ほっとスペース八王子」を支えた方々
今こそ互助共生の精神で
～ひとの心に寄り添える優しい和の世の中を創ろう
ＮＧＯ明日のアジアにかける橋
九州代表

でしたから、
自分のことを置いといても、
山口実

他人を助けるのが当然と考えて育ちまし

皆さん初めまして !!

た。姉は幼少の頃、風邪の治療に行った

２０１２年１２月２６日に第２次安倍

病院で小児麻痺に罹り、
右手が不自由で、

かか

政権が発足してから、嘘や弱いもの苛め、 身障者手帳を持っておりますが、とても
そして民意の無視が続いています。ほん

優しく強くて今でも母の介護やなにやか

の一部の強者やお金持ちや大企業を優遇

やと助けて貰っています。そう言えば、

たっと

するこの嘘社会はもはや和を貴ぶ日本と

姉は私がコーチをして出場した全国障害

は言えません。是非とも、互助共生と日

者陸上競技会で金メダルを２つ獲ったこ

本国憲法の精神に立ち戻り、今の流れを

ともあります。

転換させましょう。その為にも、私たち
かくせい

国民が覚醒しなければなりません。

１３年前ジャズシンガーの追いかけが
こう

嵩じて三井物産を退職し、結婚して、今

私は国際ビジネスマンとして２９年間

は福岡で妻をサポートしながら、大学で

世界を股にかけて、仕事をして参りまし

ビジネスコミュニケーションと国際貿易

た。その間、１９９０年の湾岸危機のお

論などを教えております。妻は早稲田大

り、邦人婦女子の保護やイラク人質生活

学のハイソサエティ・オーケストラと言

を経験しました。また、１９９８年イン

うビッグバンドの専属歌手から卒業と同

ドネシア反スハルト大暴動の時は、現地

時にプロデビューし、プロダクションに

日本人会会長として邦人・華人の保護に

も属せず独りで活動してきた実力派ジャ

奔走しました。その他諸々思いもかけな

ズシンガーです。自立心の旺盛な強くて

いような困難や問題を乗り越えながら、 優しい女性です。イディオロギー的にも
数十か国の人々との信頼を構築して来ま

似通っているので、夫婦喧嘩はありませ

した。そして、その間一貫して私を支え

ん。

てくれたのは、互助共生の精神と日本国

妻のサポートを最優先しておりますし、

憲法への誇りです。

自由な立場で発言したいので、大学では

私の家庭はリベラルな父とこの上なく

専任教員ではなく、非常勤講師として教

優しい母と姉に恵まれ、日頃の教えは

えておりますが、もう１３年になりま

「困った人がいたら助けろ。」と言うもの

す。契約は毎年更新ですし、講義がなけ
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れば無報酬ですので、経済的にも立場的 ら、そのことも問題提起しています。
にも不安定でそれなりに問題は多いので

最近俳優の高倉健さんとか、菅原文太

すが、
学生諸君が慕ってくれていますし、 さん、そして児童文学作家の松谷みよ子
後進を育てると言う使命感がありますか さんたちが亡くなられました。とても残
ら、長く続いています。幸福度は今の方 念なことですが、皆さんに共通している
が高いです。

のは、ひとの心に寄り添うことの大切さ

講義ではビジネス英語も教えておりま を伝えていることです。
すが、英語が上手くなるだけでは使えま

ひとの心に寄り添える優しい和の世の

せんので、相手の心に寄り添って信頼を 中を創って、互助共生を実践致しましょ
得るコミュニケーションの大切さを実体 う !!
験に基づいて語っています。また、エキ
サイティングな私の人生を支えてくれて
いるのは、他人とのご縁と知的好奇心で
あることも教えています。最近良く「経
済優先で安全を無視」とか言う批判を聞
きますが、相手を無視した長期のビジョ

「中東に平和を！」

ンに欠ける経済など長続きはしませんか

「ヘルパーの自家用有償運送と介護タクシーの違い
または制度としての抱き合わせについて」
私立・東京ひまわり学園

チなど）
でよく
「以前はどんな職業をやっ

ガイドヘルパー兼理事長・小栗秀秋 ていたのか」と尋ねられます。
不動産屋ですと答えると皆さん「ああ
ほっとスペース２０周年おめでとう そうだったの」とすごく納得された打ち
ございます。
昨年６月に居宅介護で福祉サービス

解けた雰囲気になります。
その前はタクシー運転手ですと言うと

事業所を始めたヘルパー兼管理者です。 もっと「分かった分かった」という顔を
今日は月初めなので、武蔵村山と八王 されます。
子と台東区と新宿区の４箇所あてに 前

更に「奥さんは元看護婦です」と言う

月分の移動支援請求作業をやっていま

と「もういいです」と言うような何故か

す。まだ国保連（国民健康保険団体連合 イヤ ? な空気が流れます。
会）あての利用者さんはいません。

実は僕は長い間しかし、本当は人間愛

３者会議（利用者さんとケアマネさん の面で僕などよりも数倍優れた奥さんの
と訪問看護さんとデイサービスさんとウ 手のひらの中で宇宙の果てまで行ってき
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「ほっとスペース八王子」オープニングセレモニー

のほんの少しだけお裾分けのつもりで
す。ですから利用者さんとも長続きする
関係にはたぶんなれないかも知れませ
ん。商売下手なのです。
当たり前です。ヘルパー研修で本当に
人は他人に手をさしのべるのでしょう
か。それは看護学校や医学部を出た立派
なかたもたくさん居られると思います。

た孫悟空のようなものですが、青春から もう最初からこんな調子です。
せ

い

ずっとかなり自由に生きて来た所為か何

ただ移動支援をやり始めて分かったこ
ど

こ

となく他人と違う自分自身の性格とこれ とは何 処の地域も利用者さんの生活の
までに出会ったかなりたくさんの人々の ニーズとして通院や外出のために地域生
ことを思い出すだけで 本当は眼前の人 活支援課では制度としてカバーしない白
をパターン化してはいけないことです

ナンバーの自家用車の利用について、僕

が、どのような人とも上手く（とりあえ らは国土交通省で「ヘルパーによる福祉
ずですが、
）やって行く不敵な自信のよ

有償運送」の許可をできるだけ早く取ら

うなものを身につけてしまったような気 なければならないということです。
がしています。 ここまで読むと僕のこ

しかし、このためには制度としてセッ

とを知っている人は「あれっ」と思われ トでタクシーメーターを装備した緑ナン
るでしょう。

バーと二種免許の介護タクシーの許可を

特に僕の奥さんは「止めとけ止めとけ」 取らねばなりません。この介護タクシー
とまた言うに違いありません。しかし、 許可申請は少しハードルが高く資産証明
九条改憲阻止の会で盟友の塩見さんから や決算書などが必要になります。
この事業をはじめるにあたって理論的な

僕らは、介護タクシーをやろうとして

何か福祉・介護の運動論を持っていない いるのではなく訪問介護で必要な利用者
といかんのではないかと言われました。 さんの生活のニーズとして自由のために
そこで彼の資本論研究会によく誘われ もっと身近でもっと気軽に使える ヘル
たのですが、僕にとっては半分は生活の パーの自家用車で外出したいだけなの
ために自身の感性だけで勝負して行こう に。でも制度として超えなければならな
と思っていました。

いハードルくらい超えて行こうと思って

ですから、おそらく利用者さんと出 います。
会った時に見えない火花が散っているの
です。

皆さん、これからどうぞよろしくお願
いします。

いちごいちえ

仏教の「一期一会」という教えの通り
です。僕の今まで生きてきた幸せな人生
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「開所 20 周年おめでとうございます」
横浜港南台教会牧師

ゆずる

ひばく

中沢 譲

者たちの存在、また被曝することを前提
に原発で働く労働者たち、米軍基地との

開所２０周年おめでとうございます。「共存」を強いられている沖縄の人たち、
これまでの地道な活動と闘いに敬意を表 貧困の中に置かれている若者たち……す
ついずい

します。

べては米国に追随する経済優先政策によ

私はキリスト者として、８０年代後半 るものです。社会的弱者をすべて切り捨
頃から、野宿者支援の活動に携わる機会 てて、少数の富める者だけがさらに富を
を与えられてきました。その活動の中で、 得ることができるシステムが、すでに私
さまざまな事情で野宿に至る方々がいる たちを支配しています。そして自衛隊の
ことを知らされました。かつては日雇い ことを「我が軍」と呼ぶ安倍首相が、平
労働ができなくなって、路上生活をする 和憲法をさらに空洞化させて、自衛隊を
ようになった方々が多かったのですが、 米国中心の有志連合に参加させようとし
ここしばらくは、アパート生活から転が ています。
るようにして野宿生活になる若者の存在

自衛隊が海外で戦争を行うようになれ

もちらほら見られ、社会状況の変化を感 ば、さらに「効率」を求める社会になる
じさせられています。

でしょう。社会的弱者がさらに犠牲を強

しかし野宿を強いられている人たちの いられることは、火を見るよりも明らか
中に、さまざまな障がいを負っている人 です。そして支配者階級に属さない若者
たち、差別されている人たちの存在は、 たちは、戦争で利益を得る者たちのため
常にありました。少々奇妙な表現かもし に、戦場にかり出されて命を奪いあうこ
れませんが、
「経済的価値がない」とさ
れた人たちを、社会から排除することに

とになるでしょう。
聖書に、「家を建てる者の捨てた石、

かくり

すみ

よって、路上に「隔離」するというのが、 これが隅の親石となった」という言葉が
野宿者の置かれてきた実態であるように あります。
「何の価値もない」と捨てら
感じています。そこで、社会的弱者を路 れた存在が大きな役割を果たす、という
きみん

上に追いやる政治の有り様を、「棄 民」 ような意味です。為政者によって「棄て
政策と呼んできました。今は、東京オリ られた民」が、怒りを結集して団結する
ンピック開催を口実とした、あらたな排 時、為政者が想像だにしなかった大きな
かくり

けねん

除と隔離が行われることを懸念していま

力を生み出すことができます。弱者切り

す。

捨ての社会を変えるために、大きな団結
か

野宿者の問題だけでなく、私たちの社 を克ち取っていきましょう。
きみん

あふ

会はさまざまな「棄民」で溢れています。

ほっとスペース八王子さんのますます
きねん

福島をはじめとする東日本大震災の被災 のご発展を祈念いたします
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ほっとスペースの皆さんと触れ合って。
株式会社ペッカー代表

はやと

岩見肇人

握すること、理解することができずに、
数か月が過ぎてしまいました。
無理なく、

２０１０年７月末、兼ねてから数件の 負担なく、でもうまく皆さんのルーチン
ラーメン店や飲食店で修業をしていた弟 になるような仕事。
を呼び寄せて念願のラーメン店をオープ

そして、最終的にたどり着いたのが開

うよきょくせつ

ンしました。紆余曲折の中、地域と非常 店前の店舗内、トイレ、店舗前の掃除で
に密着していることをひしひしと感じて した。
いました。

当初は、挨拶もままならない様な状況

そんな時、お客様を通じてほっとス で、３日ほどやって、しばらくはやれま
ペースに出会いました。日本は、または せんという方もいたりしました。それで
東京はギスギスしすぎなのか？心のバラ も、数人でできる人ができるところをや
ンスを崩してしまう方がとても多く感じ る形でお互いを補いながら毎日毎日掃除
ます。
特に、近年は増加しているのではない

をやっていただきました。
雨の日も、風の強い日もほぼ休むこと

でしょうか？事実、私の友人も働きすぎ なく続けていただきました。
から、体調を崩し、何年も仕事ができな

そうして、続けている皆さんを見てい

い状況になっていることもありました。 て、当初すぐに来れないと言っていた方
そんな、友も今は立派に仕事に復帰して が率先して仕事をこなし、新しい方にも
います。それは、自力だけではどうしよ やり方を教えたりしていることに気づき
うもないことと、友は言っておりました。 ました。きっと何かが変わってきたのか
そこで、私たちにも社会貢献の一環とし な？と感じられる一瞬でした。それを感
て、そんな方たちの社会復帰へのお手伝 じ弟とも良いことをしていることを実感
いが出来ないものかと考えました。

しておりました。

それからは、ほっとスペースに出向き また、お給料をほっとスペース本部にお
どの様な仕事ならできるのか？を、模索 支払いに行くときには、代表の堀部さん
していきました。チラシ配り、ポスティ
ング、店内掃除、ちらし折り、ダイレク
トメール作り、等々、人それぞれ、どの
様な仕事ができるかを挑戦していきまし
た。
私が探していたのは、単発的な仕事で
はなく、皆さんが継続的に続けられる仕
事でした。中々、私も皆さんの状況を把

「百馬らーめん」の店舗外観。八王子駅南口か
ら中町に移転しました。
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からよくなっている状況を教えていただ を迎えられると言うことで、何か文章を
いたりしました。その一つにいつも家族 書いてほしいと言われとても戸惑いまし
との行動をしてこなかった方が家族と旅 たが、まだまだ理解されないことが多い
行に行ったとのことでした。私たちには、 皆さんの活動が少しでもスムーズになれ
ちせつ

普通にできることでも、そう簡単にはい ばと思い稚拙な文章ではありますが書か
かないということも感じながらも少しで せていだきました。
も役に立てたことをうれしく思っていま 今後とも、ほっとスペースさんのご健闘
した。これらのことは、もちろん私たち をお祈りいたしまして最後にさせていた
にも良い影響を与えていわゆるＷＩＮＷ だきます。
ＩＮの関係が成り立っている、そんな社 ほっとスペースの皆さん明日も店舗清掃
会貢献になっていました。

よろしくお願い致します。

この度、ほっとスペースさんが２０周年

全国の闘う仲間たち
医療観察法をなくし、インフォームド・コンセントと地域生活医療を
さっこん

ほっとスペース八王子様

かんが

さて昨今の精神医療を鑑みると、目に
さんせき

余る由々しき問題が山積していると思っ
食工房ゆいのもり

高見

昇 ています。日本という国は、世界一の精
神科病院の数と病床数を誇っています。

20 周年を迎えられたとの事、たいへん

私の経験から率直に申しますと、ほとん

喜ばしくまた頼もしくも、思っています。 どの精神科医という方々は「インフォー
私は、精神障害者の当事者であります。 ムド・コンセント」というものを全くし
普段は就労支援施設に通って働いていま ません。今現在に至ってもそうです。
す。

この日本の全国に入院されているとされ
る３０万人から４０万人ともいわれる精
神障害者は、医療保護入院の名のもとに
入院生活を余儀なくさせられている状態
にあります。
若くして入院をされた方は、社会生活
２００３年わかふじ大会（静岡）
堂々の準優勝

す。
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を送る事がほとんど無く長期的な強制収
容がなされています。精神科医も退院を
出来る者は退院させますが、一方で社会

厚生労働省が当初の目標にしていた入
院期間は１８ヶ月と想定していました
が、今現在では平均２６ヶ月と長期にわ
たり、すでに７２ヶ月も入院されている
方もいらっしゃるというあり様です。
「入
院期間が長期化している事が、病状を悪
やっぱり「医療観察法」はなくしたほうがいい
ですね（確信）
。

化させているのではないか？」と言う知
識人の方もいらっしゃいます。通院処遇

生活を送る事が出来ないと判断した患者 になっても、自殺者が４０人以上もの人
に対して”やらせてみない事には、社会 達にまでのぼっています。私達の無関心
生活を送れるか？どうか？分からない” が〈強制医療への権力〉の推進力になっ
のに強制入院をさせている状況にあると ています。
つく

思っています。
病院に居住型施設を創り、
同じ敷地内に移って暮らしていく事が、

日本という国は治安も良くて一見して

本当に「地域に根差す」という事なので 優しい人たちが多い様に観えるかも知れ
しょうか？

ませんが、実は「成熟した社会などでは
ない」
と私は思っています。その証拠に、

も う 一 つ、 申 し 上 げ た い の が
しんしんそうしつしゃとういりょうかんさつほう

「心神喪失者等医療観察法」の事であり

日本には精神障害者が地域生活を送って
いけるだけの受け入れ態勢の社会資源

ます。医療観察法が施行されてもう１０ が、
まだまだ少ないのが現状だからです。
年が経過しました。この法律も強制収容 今後も政府の動向には注視していきたい
型の入院処遇ともいうべきものです。こ です。
の法律は心神喪失状態にある者の犯罪に
適用される法律ですが、他害行為を犯し

ほっとスペース八王子の皆様において

てから２年も経過して安定した生活を

は、今後の活動の発展とご多幸がある事

送っていたにも関わらず、ある日、警察 を願っています。
官が自宅に訪れて収監されたという方も
いると聞いています。医療観察法は地域
に根差した安定的な生活を送らせる事を
目標に掲げていますが、政府が「この人
は犯罪をひきおこした人ですよ」と烙印
を押してしまう事になり、日本社会が「そ
ういう人達」を受け入れないという現実
が待っています。医療観察法には入院処

昔の写真は、バレーボールかキャンプのが
多いみたいです。

遇と退院後の通院処遇が待っています。
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インクルージョンの思想と実践を目指して
ぼだいじゅ

ＮＰＯ福祉会菩提樹理事長

佐藤和喜雄 所を開設して１６年になります。自立支
援法施行以来、特定非営利活動法人とし

この度は貴法人の創立２０周年まこ

て認証を得て、障害者地域活動支援セン

とにおめでとうございます。記念パー ターⅢ型の活動に引継いできました。昨
ティーにご招待下さり、大変有難うござ 年２月に総合支援法に基づく共同生活援
います。残念ながら小生多忙の中、遠路 助（グループホーム）の岡山県指定を取
でもあり、出席できませんことをお許し 得し、現在定員５名中４名の入居を得て
ください。
（中略、同封物について２行）

運営しています。
日本―世界の情勢は、平和がいたると

貴会１０周年の記念誌に書かせていた ころでおびやかされ、三度大戦が勃発し
き ぐ

だきましたが、貴会は「精神病者」みず かねない危険な状況にあると深く危惧し
からが主体・中心となって打ち立てた作 ております。人類を滅亡させる核兵器と
業所かつ自己解放センターとしての居場 原子力発電を廃絶し、平和憲法を堅持・
所・活動空間として始まった来歴をもち、 発展させ、沖縄基地問題をわがこととし
現在は障害者総合支援法に沿った事業所 て対処し、国全体の真の市民的・国際的
として３年目をお迎えになるということ 独立性をかち取り、どんな病気・障害・
は特筆すべきことだと思います。

社会的困難をかかえた人たちも一人残ら
ほうせつ

小生は八王子から郷里である岡山県浅 ず包摂したところに社会そのものが成り
こんこう

口市金光町に居を移してから２０年が経 立つという「インクルージョン」の思想
ちました。この間精神科ユーザーである と実践につながるような地域保健福祉の
人々の地域活動を支える福祉会菩提樹を 実践を目指して活動したいと願っていま
立ち上げ、ワーク菩提樹という共同作業 す。
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八王子ほっとのみなさん
二十周年、おめでとうございます
前進友の会 ソレがアッタと云う歴史すら、抹消され
つつあります。
かえ

そして、却って、増えているのは、ケッ

右 の 絵 は、 エ
バッチこと江
端さんの自画
像。です。

キョクは、
『お仕着せ』の医療職福祉職
専門職主体のモノばかりです。そう云う
こ ぎ れ い

トコロは、ネーミングまでもが、小奇麗
こ じ ゃ

たの

この二十年間、 愉しいことも、 苦
しいことも、 辛いこと
も、
嬉しいことも、 悔しいことも、 素晴
らしいことも、
出会いも、 別れも、
たくさん、 あったことでしょうね。
ケンカもニクマンも、 アッタでしょう
ね。
ボク達、 前進友の会も、 一緒です

で小洒落れています。
そして、ソコには、無かったことにシ
タイ人たちが、大勢おります
歴史から、抹消シタクテしたくて、タマ
ラナイんでしょうね。
そして、それは、決して、『権力』の側
だけ、
ではないのが、
『精神医療改革運動』
の側でも、大半なのが、ゲンジツです。
彼らは、決して決して、キチガイの、病
者の、患者の、当事者の主体性を、本当
には、認めたりはシナい出来ない者達な
のです。

だからこそ、我々は、キーサン同志、
コレを患者会と言おうが、 たまり
ばと言おうが、 当事者運動と言お キチガイ同志、病者同志、当事者同志が、
うが、 オンナジ事です、 オンナジ 身を寄せ合って、台所で飯を作り、みん
くそ
なで一緒に食べ、便所で糞をしてきたの
コトなのです。
たの
ソコにキーサンのセーカツとウンドー です。世間並みに愉しい事や時期は、ジ

が有り、なかまたちが、自立し、自尊し、 ブンタチで、レクとして、企画して、そ
自衛し、自炊し、自レクし、お互いに、 して、ジブンタチで、お金を出し合って、
気を配り、お互いに励ましあって、この 役割を分担し合って、愉しもうとしてき
健常者社会の中で、生き延びようとして たのです。
きた、その営み、と、その場こそが、た

ソコにキーサンのセーカツと生き様が、

まりばであり、患者会であり、当事者運

アッタのです。

動なのです。

これからも、在り続けるのです。

今、そう云う場が、確実に、無くなりつ 街の中で居直り、
街の中に居座り続ける、
つあります。

なかまとともに、居座り続けるのです。
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「やすらぎの里」名物液体せっけん。
廃 油 原 料 な が ら、 苛 性 ソ ー ダ 不 使
用。 手 に 優 し く、 超 低 公 害 の 洗 剤
です。

セーカツから、始まるのです。ウンドー
は、その次です。
寝転がれる場から、始まるのです。事務
室は、その次です。
レクから、始まるのです。学習会は、そ
の次です。
炊飯器から、始まるのです。複写機は、
その後です。

例えば、 僕たちの一週間
月曜

岩倉訪問

入院中のなかまをお見 帰りの火の用心と戸締まり

舞いしジュースを配ります
金曜

岩倉送迎

水曜

ナニもしない一日

食事会メニューの充実

食事会に誘います

火曜金曜

バーグカレー
食事会

サ

バ味噌煮 餃子 ピーマンの肉詰め

基本電話にも すじ煮込みカレー

出ません

お好み焼き

ぎょうざ

カツカレー

ハン

シチューにパン

そばとデリ（デリカ）の天ぷら

木曜のミーティング

車の運転

送迎

みんなの部屋維持のための掃除洗濯ゴミ

例えば、 僕たちの日々の役割などなど

捨て

みんなのひとりひとりのトコロへ行ける 消 耗 品
のか

様々な事務作業

NPO 会計事務

とくに、このところ、来ていないなかま 年賀状

労務

電話応対

来客応対

たちのことを想い

たまりばらくようへの参加

入院中のなかまたちのことを想い

ニュースレター

廃油回収

石けん製造販売

バザー出店 パソコンのメンテナンス

カレンダー販売
毎日の朝昼のお茶の用意

請求事務

支える会

ホームページ

企画
はつもうで

夕方の片付け 四季折々のレク 初詣レク
宴会

冬レク新年

えほうまき

節分豆まき恵方巻大会

春レク花見の宴

琵琶湖渚公園レク

食

事会ウナギレク
夏レク豪華ランチヴッフェ温泉レク
秋レク紅葉見物

クリスマス餅つき大会

年越会
減薬の実践
１９９８年江端さん来訪時の写真。
（ちなみに写真中央の人物ではありません）
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笠セカンド並びにハッタツ

障害との対決
生保減額との対決

保安処分との対決

反戦活動に熱かった時期もあ
り ま し た。
（ 今 も 熱 い け ど。
２００３年沖縄研修にて）

事務用品補助のはなし
5月

たまりばらくよう焼肉大会

保護不服審査請求府庁提出
噌煮牛すじカレー
6月

渚公園レク

おさん相談来訪

「ルポ刑期なき収容」発刊

例えば、 僕たちの一年間

の会裁判問題

２０** 年

7月
びしゃもん

紅葉レク毘沙門さん

通所者送迎始まる

あさん来訪
はんそう

十キロの餅米にてクリスマス餅 8 月

もさんの緊急搬送後見人問題

つき大会、はさん、あさん、おさん、来 防の査察
にぎ

訪で、すごく賑やか
んと相談

生活保護改悪反対

食事会補助豪華ウナギ一尾レク

総 会 なさん相談来訪

カレンダー売り
12 月

NPO 総会

食事会新メニュー続々お好み焼きサバ味

浄化槽問題ほぼ解決

11 月

生活

ハーモニーよさ 9 月

年賀状名簿作業

大掃除

けんこんいってき

消

たさんの打合会議

再審査請求府庁提出

後見人問題

で岩倉地域連携室相談

年越かき揚げうどん大会 乾坤一擲開設

もさんのお見舞いとともに、ふさんの部

２０** 年

屋へも

1月

年始も開ける

初詣レク藤森神社

やさんの打合会議

くさんの卓球大会

たまりばらくようのお鍋大会 「むすぶ」 勝利
対談

はんそう

いさん緊急搬送 風邪多し

福祉 10 月

職員処遇改善ナントカの事務
2月

フェ

新年会琵琶湖ホテルランチヴッ

フェ温泉レク大人数となる
おさんの相談来訪
レク

琵琶湖ホテル夏レク豪華ヴッ
反保安処分学習会参加

ふさんの自宅水害対策

やくん単独岩

蔵訪問実施

節分豆まき恵方巻き 11 月

くさん区分認定不服申立

送

紅葉レク植物園

総会

もさん、再搬

やさんの打合会議

しさん来訪食事会参加パンとシチュー
3月

ゆさん、交流のため来訪

さネッ

トのみなさん来訪交流
うさん退職ケーキパーティ
お母さん良い方向に
4月

花見レク

たさんの

決算

新エイトパソコン導入

生活保護改悪反対集会とデモ久しぶりの
デモ

おさん相談来訪

浄化槽問題勃発

社会福祉協議会からの

広島研修旅行にも行ったりしました。
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は、キーサン患者会文化の根幹を為す、反

想い出話をひとつ。

９０年代のコト、多田さんが所長だっ 社会復帰、働かない権利、よもだに生きる、
た時に、あの一軒家だった時に、本当に、 支え合って生きる、と云う、ごかいや、友
よく、遊びに来ていました。今は、い病 の会等々が叫び続けてきた、キーサン文化
院で寝たきりになってしまった、もさん を、無かったコトにシテシマいそうです。
や、今は、
引きこもりがちになってしまっ そしてそれは、当事者主体とは、当事者ス
た、じちゃんや、阪神三人衆キーサン革 タッフとは、という問題意識を大きくマズ
あ

命のサイボーグこと、いさんとも、よく い方向に変化させようとしています。有り
てい

一緒に交流に来ていました。懐かしい想 体に言って健病者の当事者主体、当事者ス
いがします。そうそう、「ももやまとう タッフ化と云うようなものです。なかなか
げん」君と云う、とても元気な若者が、 に、タイヘンな世の中です。
おぼ

居たことをとても、ハッキリと憶えてい

ないでしようか。

だからこそ、 キーサンのたまり場、
患者会、
を大事にしていきたいものだと、 想
います。
ほっとのみなさん、 交流の中で、
お互いのセーカツの実際を
赤裸々に、 具体的に、 語り合って、
十年後、 今度は、
みなさんは三十周年を、 前進友の
会は五十周年を、
ともに、 祝いたいものです。
患者会を、 たまり場を、 当事者ウン
ドーをやり続け、
開き続け、 叫び続けましよう
そして、 サイゴに、 お礼を。
いつも、 やすらぎ石鹸を買っていた
だき、 ありがとうございます

ホーリツ的な事も申します

それではまた 2015 年 4 月 24 日 前進

ます。彼は、今も、元気なのでしょうか。
確か、友の会へも、遊びに来てくれまし
ずいぶん

た。随分経ちましたね。お元気でしょう
か。
あの頃、まだ、八王子赤堀さんと共に
たたか

斗う会の、息吹が、ありましたね。歴史
を遺さないといけませんよね、八王子赤
堀さんと斗う会が、発展的に、八王子ほっ
とスペースに、なったのですよね。ぼく
たちは、前進友の会が、やすらぎの作業
所に、なったわけでもないのです。イロ
イロあったのですが、前進友の会と云う
患者会が、設立母体で運営主体でもあっ
て、やすらぎの里共同作業所を、やって
いる、と云うトコロでしようか。このム
ズカシさは、みなさんも、一緒なのでは

自立支援法が、でき、生活保護減額が、 友の会
すすみ、後見人制度で息も出来なくなり、

キーサン革命の鬼えばっち

医療観察法で締め上げられています。そし

江端一起

がいねん

て、ハッタツ障害概念の止めどもない拡大
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あくまで、 追記として
例えば、 僕たちのホーリツ的
ウンドー的課題
自立支援法
事務がタイヘン、精神病者の作業所に
は、むいていない制度、特に当事者主体
のところは、ツブサレる危険性が高まる
はんぼう

医療観察法に基づく治療専門病棟の１カット。
イメージ検索を掛けたら…どこかで見たよう
な…！？

制度、とにかく、事務が繁忙すぎる、絶
対反対の声は、ドコに消えたのか、ホー していたなかまが、その夜には、警察に
リツの名前が変わって、も、結局は、シ 捕まって、アッというま簡易鑑定に、三
ンドイまんまであり、かえって、絶対反 か月後には観察法審判にかけられたので
対の声をかき消す結果にしかならなかっ すから、、、、
えいこ

た。名前を変える手伝いをしてしまった 詳細は、浅野詠子著現代書館刊行「ルポ
病者集団関口アキヒコと山本マリの罪

刑期なき収容医療観察法という社会防衛

は、大きい。猛省すべきである。名前が 体制」の最終章を是非とも、ご覧になっ
ドウ変わろうが、我々は、クルしく為る てください。
ばかり、である。恨みは、強い。

後見人制度
生活保護減額

なかまの一人が、危篤に為りました。

えばっち個人としては、赤裸々に言っ 入院中の精神病院が付けた後見人が、こ
て、一昨年１５００円減らされ、昨年

う言い放ったのです。
「積極的延命措置

１５００円減らされ今年は２３００円

を要しない」と。もさんを三十年近く、

減らされ、冬季の暖房費５００円減ら 府立ら病院に入れ続けてきた、そして面
された。未定だが、今年七月には家賃

会にも、来たこともないような弟さんか

２５００円減らされる、らしい。病者が らの、なんらかのペーパーを持ち出して
街で、暮らせなくなりそうだ。今年の不 きて、そう言うのです。しかも、後見人
服申し立ては、友の会は三人で、府庁に 『イワモト某』
氏は、
たった一本の電話で、
申し立てる覚悟です。

「法律的には友の会の方には権利はない」
「法律的にはそちらの話を聴く必要はな

医療観察法

い」と言われた時には、
怒りを通り越し、

なかまのひとりが、本当に、放火の容 これはもはや、なんというか、
「これは、
だっかん

疑で、やられた。奪還してくるまでの苦 もはや、人殺し、だ」と云う事態に立ち
労は、並大抵ではなかったです。ヒトゴ 至りました。
トではありません。その日、一緒に過ご
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「前進友の会 やすらぎの里」があるところは
こんな感じです。

ハッタツ障害概念
真っ向から、反対です。この障害概念
は、ナニモカモを飲み込みながら、概念
の拡大をし続け、かえって精神科クリ
ニックの、精神病院の、精神科の薬の、
保安処分対象者を、徹底的に拡大に次ぐ
拡大をさせるだけでしょう。一方で、健
病者による、患者会文化の破壊に手を貸
す概念になるでしょう。

国会の参考人や、政策審議委員に入った
りすることでは、ないんですよ。通所者

当事者スタッフ

のマンマ、入院患者のマンマ、通院患者

真っ向から、反対です。ハッタツ障害 のマンマ、通所者のマンマ、例えば、身
概念の拡大とともに、当事者間の競争を 近な個々の専門職職員の賃金を決定でき
煽り、障害者エリートを生み出すダケで る、かどうか、と云うようなコトなんで
しょう。真の当事者主体とは、病者なか すよ、おそらくは、ね。

以上

まの誰かが、当事者スタッフに為ったり、
理事会に入ったり、運営員会に入ったり、

課題は多いが、今後も当事者活動に向き合っていく
きざ

ほっとスペース八王子設立

況は改善の兆しはなく、常に、保安処分

２０周年に寄せて の対象とされ、社会的な予断と偏見の中
で、社会的入院を余儀なくされてきた当
三多摩合同労働組合執行委員会
特別執行委員

事者に対する日本の精神医療の寒々しい
中山善博 現状があり、その状況を打破すべく設立
されたほっとスペース八王子初代所長の

ほっとスペース八王子が当事者による 多田さんのご苦労も並大抵ではなかった
組織運営という極めてまれな活動スタ
イルでスタートさせて、２０年にも及

と思います。
「精神障碍者」の置かれている現状は、

ぶ活動が続けられた中には、必ずしも 国際障碍者権利条約が、批准されたとは
じゅんぷうまんぱん

まんしんそうい

順風満帆ではなく、満身創痍の中で運営 いえ、一向に改善されるどころか、心神
上の混乱もあったと聞いています。

喪失者等医療観察法によって隔離収容政

なによりも「我が国に生まれたる不幸」 策が強化すらされようとしている現状が
しょうがいしゃ

という「精神障碍者」を取り巻く社会状 あります。
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こういう写真を見ていると、筆者（編集者）
は、「あのころを知りたい」と思ってしまう。
（１９９６年の夏キャンプ）

に義務化させるという労働安全衛生法の
「改正」を行い、メンタルヘルス不調者
への対策に乗り出しましたが、現状の義
務化はむしろ不調者の企業からの排除に
つながることになり、安倍政権が進める
労働基準法改悪「高度プロフェッショナ
ル制度」と称する「残業代不払い」制度
と相まって、過労死・過労自殺が増える
恐れさえあります。障碍者を排除し、格
差社会を一層拡大させ、戦争国家化を進

一方で、社会的入院という状況を少し める安倍政権の暴走を許さないために
でもなくしていくという活動の一環とし も、さまざまなネットワークと共闘関係
て設立された「作業所」等が、社会の側 を強めて、こうした強引な政策を阻止し
の壁の問題もあり、病院と作業所との往 ていかなくてはならないと思っていま
復という関係を打破し、当事者が社会に、 す。地域で闘う労働組合として充分に課
企業に戻っていくという方向性を未だに 題を担っているとは言えませんが、今後
充分に作り出せていない私たち側の問題 とも三多摩合同労働組合として、当事者
もあり、自律した運動をつくることもま の活動に向き合っていきたいと考えてい
た課題となっています。今年１２月から ます。
国（厚労省）はストレスチェックを企業

２０１５年４月

病棟転換型居住施設には断固反対します。
ほっとスペース八王子 20 周年に寄せて

共に交流し、共闘を組んできました。そ
してこの約３０年の間に、私たちは多く

神奈川赤堀さんと共に闘う会

の仲間を失いました。新しい仲間も増え

杉山美代子 ました。新しい仲間たちは、亡くなった

長く地道な御活動に敬意を表します。
神奈川赤堀さんと共に闘う会も、設立
28 年になりました。私たちは、ほっと
スペース八王子とは、その前身である八

未だイメージ先行の病棟転換
型居住施設

ほっとスペース八王子設立 20 周年…

王子赤堀さんと共に闘う会の時代から、
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仲間たちの遺志を引き継ぎ、それぞれの 赤堀さんと共に闘う会」は、この３０年
会の運営を継続してきました。

の間に、地域の中で、私たちが人間とし
て当たり前の生活ができるように、支え

しかし、私たち「精神病者」を取り巻 あい、活動をしてきました。そして今後
く環境は、３０年前と比べ、少しは良く も地域の中で、生き、様々な差別弾圧と
なってきたのでしょうか。今年１月１６ 闘い抜いていきたいと思っています。
日、省令が改正され、精神病院敷地内に、
グループホームと病院転換居住施設の設

貴会の今後のますますのご発展をお祈

置が可能になりました。これは退院して りいたします。そして神奈川赤堀さんと
からも、私たち「精神病者」を病院内に 共に闘う会も、一人の「精神病者」も切
閉じ込めておこうとするものです。病院 り捨てることなく、共に頑張っていきた
内と地域に住むことは全く違います。

いと思います。

「ほっとスペース八王子」と「神奈川

２０１５年４月１２日

医療の現場から
肩

く

ん

で、

国立武蔵病院（精神）

も

に！

又は社会的関係において、差別されな

強制隔離入院施設問題を考える会
精神科医

と

い”は、むなしく響くほどです。旧障害

岡田靖雄 者自立支援法は各地の裁判所で違憲とさ
れて、国との和解が成立したのに、この

ほっとスペース八王子の創立２０周年 ことは障害者総合支援法にはまったく反
に、心からのお祝いを申し上げます。

映されていません。

アベノミックスの名の下に経済格差が
増し、軍国化への道が開かれようとし、
さらに社会福祉面への縮小圧力が強まっ
ているなかで、ほっとスペース八王子の
ような当事者団体が活動を続けてこられ
たのは、なんとも力強いことです。
憲法記念日の今日、法の下の平等をう
たった第１４条”すべて国民は法の下に
平等であって、人種、信条、性別、社会
的身分又は門地により、政治的、経済的
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私宅監置が完全に廃止されたのは１９５０年
のことでした。

こまで伸ばしていこういという積もり
ぼうちょう

か、また財政当局がどこまでの膨張を認
めるのか。
考える会は、年に３回ほど通信を発行
し、また年に２回程度学習会を開いてき
ました。医療観察法は今年で施行満１０
年を迎えます。６月１４日（日）には、
外部委員としてセンター病院医療観察法
病棟の運営を監視し、また”対象者”に
よしかず

わたしたちの「国立武蔵病院（精神） 助言をしてこられた弁護士の池原毅和さ
きょうせいかくり

強 制隔離入院施設問題を考える会」（略

んから、病棟の実態についてご報告をい

称・考える会）は、２００５年７月に医 ただきます。
しこう

療観察法が施行され、小平市の国立武蔵

現在医療観察法への一般市民の関心は

病院（現・国立精神・神経医療研究セン 高くありません。ネットワークの運営も
ター）にその指定入院施設第１号が設置 老齢化してきています。考える会の事務
しんしんそうしつしゃとう

されるのを機に、「心 神喪失者等医療観

局で活動していた若い（といっても、普

よぼうこうきんほう

察法（予防拘禁法）を許すな！ネットワー 通の目では中年か）二人は北海道に帰っ
ク」の弟分・地域組織として発足したも てそれぞれに活躍しています。
のです。

今の事務局は三人。代表の橋本久雄は

医療観察法は精神障害者を差別し、そ 小平市議会議員、長谷川幸枝は労働組合
の医療を分断し、一般精神科医療を破壊 の闘士、岡田靖雄は精神科医。
していきます。一般の数倍の人員、予算

三人とも、昔の刑法改正、保安処分反

をくっているその病床は、当初目標の 対運動に係ってきた運動家、といっても
７１０床を越え、今は全国で８００床を 老人、運動が若い世代にもっと広がらぬ
超過しているでしょう。

ことを嘆いています。

入院施設での在院期間は、ガイドライ
ンの１８か月を大幅に越えて、１５％ぐ
らいが長期在院者となっている。
入院でも通院でも自殺者が多い。入院
処遇には金が掛けられているが通院処遇
の点数は低く、両処遇の接続がうまく
いっていない。
はたん

この法律の破綻は明白であるのに、当
局および関係者にこの現状を深刻に考え
ている様子は見られない。入院施設をど

図はあくまでイメージです。（医療観察病棟）
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そういうなかで、ほとんど毎回の学習
会にほっとスペース八王子の皆さんが参
加してくださるのは、本当に心づよいこ
とです。
日本の精神科医療・福祉はどうなって
いくのか。教育・医療・福祉の面にあて
られるこの国の予算割分は先進国でも低
位のほうです。
医療・福祉でも精神科関係は他分野に

医療観察法でイメージ検索掛けて初見でこの
写真はさすがに衝撃を受けました ( 笑 )

比べて劣る。そして医療のなかでは、入 学病院精神科や学会での闘争、宇都宮病
院医療がでんと居すわっている。

院事件などいろいろありましたが、精神

世界で最高位にある人口対精神科病床 科病床の伸びに歯止めはかかりませんで
数は、わずかに下がりながらも高原状態 した。
のままです。

伸びの原動力は経済原則です。もうか
るから、採算がとれるからやる。そして
一旦成立した経営体が生き残りを図るの
は当然のことです。
ひじゅん

日本国も批准した障害者権利条約が精
ぜせい

神科医療の現状を是正してくれる力とな
るだろうとの期待も持たれています。
そういう、いわば外的な力を待ってい
ゴッホが入院していたというフランスは
サン＝レミの精神科病院です。

ればよいのか（あまり期待できない、と
いうのが岡田の個人的意見です）
、
といっ

精神科病院は、認知症病棟や病棟転換 て、アベノミックスをかかげるような資
型居住施設で生き残りを図っています。 本主義社会で、生き残りを図る経営体の
この現状を打破するにはどうすればいい 力にうちかつのは容易なことではありま
のか。

せん。

ここで精神科病院を攻撃するのはたや

生活を中心に考えると、医療において

すいことです。過去にいくつかの精神科 も地域との結び付きが重要です。ほっと
病院ではずいぶんひどいことがされてき スペース八王子も考える会も三多摩仲
ました（それは今につづく面がおおき 間、肩をくんでお互いの小さな芽を育て
い）。だが、歴史を大きくみると、国・ ながら、より大きな団結を目ざし、来た
地方自治体は精神科医療にはほとんど金 るべき日に備えていきましょう
を出さず民間任せにしてきたのです。
ししょう

戦後にライシャワー大使刺傷事件、大
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（文責・岡田）

作業所で頑張る仲間 ・ 先輩の方々
誰もが自分らしく、住みよく生きていける街をつくるために
リサイクルわかくさ

有賀

豊

かせつ

２０周年の佳節を迎えられ、誠におめ

２０年余の時を経て、ふたたび高尾山は定例
遠足になりました。（写真は１９９３年の春、
高尾山薬王院にて）

じゃくはいもの

でとうございます。私のような若輩者が
きょうしゅくせんばん

寄稿することは恐 縮千万ではあります
が、一言、お祝いを述べさせて頂きます。
ほっとスペース八王子との出会いは、
私がわかくさ福祉会へ入職した当初に八
王子障害者団体連絡協議会（八障連）代
た

だ

表の夛田氏に連れられ、まだ一軒家を借 んとの触れ合いから多くのことを学ばせ
りて活動されていたほっとスペース八王 ていただいてきたと思っています。
子を訪れた時です。当時、代表であった

時代は変わり、構造改革の波は福祉に

ひなた

多田氏から縁側で日 向ぼっこをしなが も訪れ、支援費制度の次に障害者自立支
そ

ち

ら、のんびりとお話を聞いた記憶が残っ 援法が施行されました。措 置から契約
うた

ています。今ほど作業所も多くなく、専 へ、地域格差のない平等なサービスが謳

門資格もない時代であり、メンバーさん われました。補助金時代は採算性を考え
（利用者）も職員も一緒になって作業所

ずに必要と思う支援ができやすかったよ

を創っていくような感覚がありました。 うに思います。現在は自らが経済基盤を
経験のない若造であった私もメンバーさ 確立しないと思うように活動できないよ
うな、採算性が求められる時代へと変化
しました。私は変化すること自体は否定
しません。補助金時代では作業所の数も
頭打ちとなり、メンバーさんが手にする
工賃も少なく、働きたくても制度もサー
ビスも少なかった頃に比べたら、質の問
題はさておき、現在はそうした方の希望
を叶える仕組みは進んだようにも感じま
「ほっとスペース八王子」発足前の１９９３年
北富士の夏キャンプ。人はそれぞれに進んで
も、思い出は残る。

すし、メンバーさんの選択肢も以前より
増えたように思います。
しかし様々な理由で就労ということ以
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前に、生きていくことに懸命に人生を歩
まれている方もおります。そうした方々
に肩身の狭い思いをさせてしまう制度、
世の中になっているようにも感じます。
これはとても重大なことです。自分らし
く生きていけることが必要です。八王子
市内の事業所の数も増えましたが、それ
ぞれの立場から、誰もが住み良いまちづ
くりをしていければと考えます。

「語ろう会」の様子（２００１年）
「ほっと
ちょうちょうはっし
スペース八王子」は今でも丁丁発止です！

最近、人が人を支援し共に支えあうと の時代を「地域で孤立しないこと」を最
まいしん

いうことに、何が一番大事なのかを緒先 優先に掲げ邁 進されてきた、ほっとス
輩方々の実践から見えた思いや知恵を後 ペース八王子の活動に心より敬意と尊敬
世が学ぶ機会は重要であると考えていま を申し上げます。一人でも多くの孤立を
す。

防げるよう、今後更なるご発展とご活躍

ともあれ、少子高齢化の波は来ており、 を願い、祝辞とかえさせて頂きます。
難題は山積しています。そのような激動

本当の当事者中心主義の在り方を常に求め続ける
八王子ほっとスペースの

は、本当にもっと少ない。ほっとスペー

２０年に寄せて。 スの存在意義は、どのようなありかたが
ＮＰＯ

わくわく

精神国賠研究会

本当の当事者中心主義なのかを、問題提
事務局長

起し続けるところにあると思います。
東谷

幸政

精神医療の闇を、いかに崩して、人が
人として生きられる社会を作るかとい

２０周年、おめでとうございます。

う、共通の課題に、これまで皆さんと一
そうい

様々な、運営上の困難を乗り越えて、よ 緒に取り組んできました。意見が相違し
くここまで来られたと思います。

て、みなさんとは論争することも多かっ

どこの団体でも、犯罪的な病院や福祉 たし、今でも相違する部分はあります。
法人ですら、口先では「当事者中心」と、 しかし、多くの点で一緒にやれる仲間で
言います。

すから、今後も、やれるところでは組ん

しかし、文字通りに当事者が中心と でやっていきましょう。
なって運営しているところは、少ない。

ほっとスペースのみなさんとの、杉並

そして、運営が、運営側の都合でなく、 のグループホームにおける不審死の究明
当事者のために運営されているところ
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作業をめぐる共闘は、何の反省も無く、

ほめられたものではなく、企業としての
２００３年秋の沖縄研修旅行。暑そう。

安定や職員の労働条件の改良だけが目的
であり、地域移行や障害者の人権保障は
形だけのものでしかありませんでした。
そのなかで、職員もメンバーも当事者
が中心で運営されていている、ほっとス
ペース八王子が、より民主的で当事者中
心のモデルとなって、精神医療・福祉の

落ち度を闇に葬ろうとしたホーム運営団 パラダイムを変える、東京における「べ
体のありようや、福祉業界団体の現状を てる」の位置のモデルとなって示してい
浮き彫りにすることができました。

ただけたら、大きく現状を変える可能性

多摩地区における通所系施設のネット があります。おおいに期待しています。
ワークが企図してきたものも、けっして

２０１５年３月３１日

自分の心のギアをニュートラルに
ときた

スクールソーシャルワーカー 鴇田昭裕

間前に出勤する。母親も朝から仕事に追
われていて自分の子どもが何をしている
つか

堀部さんから、ほっとスペース八王子 かは掴んでいません。そして例外無く夫
の開設２０周年ということで文章を寄せ 婦仲は冷えていました。ネグレクトと言
てほしいと頼まれましたが、私はどちら えば、そうかもしれない。親子間の会話
ほとん

かと言うと児童福祉の分野が専門領域で も殆ど無い。
すから、一度はお断りしたのですが、そ
れでもとおっしゃっていただいたので、

おのおの

家庭というよりも、各々別個の孤立し

自立ということをテーマに書いてみまし た個人が家という物件を使っているとい
た。

う感じですね。学校から連絡があれば、

スクールソーシャルワーカーとして、
また学習支援教室の支援員・訪問相談員
として、訪れた家庭、学校の相談室で面
談した保護者の約八割はシングルマザー
でした。シングルファザーも少ないなが
らありました。両親が揃っていてもほぼ
例外無く低所得で、父親は夜勤、登校時

ば

間前に帰宅して泥のように眠り、下校時

な

２０００年福岡研修旅行。
後ろの喫茶店の看板に注目。
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なかなか応じないのも理解できます。 ＤＶ旦那から逃れて、経済的支柱も失っ
解っていても責められるのではという気 た。自分が働くことに没頭することで何
持ちがあるのだと思います。

とかしていくことしか考えられ無かった

ある心理学者は「学校の先生方、我々 のだと思います。あくまで想像です。
スクールソウシャルワーカー

カウンセラー、 Ｓ Ｓ Ｗ の皆さんも、

それは社会の空気、生保バッシングの

幸運な勝ち組です。子どもたちから見た 影響が大きいと思います。
「生保を受け
ら大学や大学院へ行き、資格をとって仕 たことがバレて学校で子どもがイジメら
事している。もうそれだけで、自分たち れたら」とどうしても考えてしまうそう
とは違う人間に見えるのです。どうかそ です。最後に「子どもと話し合います。
とど

のことを心に留 めてください。」と話し

怒ったりしません。わたし働いている自

ています。支援する側と支援される側の 分が好きなんです」もう何も言えません
深い溝を感じざる終えません。

でした。幸い子どもは話し合いが上手く
いったのか登校を開始しました。ＳＳＷ

面談に応じてくれなかったシングルマ

として保護者を傷付けたり攻撃せずに子

ザーから電話がありました。
「先生、
わたし、 どもの学習権を守る難しさを痛感しまし
先生とお会いしたいのです。学校の〇〇

た。

先生から聞きました。わたしが何度すっ
ぽかしても先生が学校まできて待ってい

親は子どもと向き合う時には一度は子

てくれたこと。ＤＶ
（ドメスティック・ヴァ どもに戻ってみる。そんな時間が必要な
イオレンス）離婚の場合、男性より女性
ワーカーが良い場合もあるから女性ワー

のかなと思います。
そ の た め に は、 自 分 の 心 の ギ ア を

カーと交替することもできると言って下 ニュートラルにして遊ばせる場と時間が
さったことも。でもお会いしたり、家ま 必要ですね。
自立を急かされる時代です。
で来ていただいたりするには仕事を休ま ほっとスペース八王子が、今後も心が折
なければならないし。休んだらクビにな

れそうな方たちが自分のギアを変える、

るのじゃないかと思うと怖いのです。生

心を遊ばせる場として発展されることを

保になりたくない！」生保は権利だとい 願ってやみません。
うこと、子どもたちが学校を卒業するま
で受給して、それから働くこともできる
と話しましたが、もうある種ワーカホリッ
クというか、取りつかれている感じです。
想像に過ぎないのですが、お母さんは
やはり病んでおられたと思います。ＤＶ
の後遺症かもしれません。働き手である
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２０００年餅つき大会。当時は近所の公園で
やってたみたいです。

金銭的価値では測れない「当事者のニーズ」
ほっとスペース八王子
20 周年に寄せて
社会福祉法人マインドはちおうじ
山本

誠

記念誌への寄稿依頼の封書に、１０年
前に私が寄せた文章が同封されていまし
た。何か今の雰囲気と全く変わった感じ
がします。これは何なのでしょう。私が

おなじくわかふじ大会での一コマ。明らかに
怪しい人が約１名いるけど気にしない。

変わったのか、時代が変わったのか・・・ バーし切れない、日々の暮らしの細やか
な支援といった機能は、今のカテゴリー
平成１８年に施行された障害者総合支 の中には含まれていません。
援法により、全国的な標準的なサービス
体制となり、地域間格差が埋まる、補助

さて、１０年が経ち、どう私たちは評

金制度から給付制となり合理的となった 価するのでしょうか、自分がもし、病気・
という評価もありますが、 都市部と都

障害を持ち、果たして、今の通所事業所

市部以外との地域間格差、事業所の経営 やグループホームを利用したいと思うの
体の規模による格差など、課題は多く残 か、ふと思う時があります。私は、就労
されています。また、「就労、保護雇用、 支援であろうと、生活支援であろうと、
日中の作業提供、介護・リハビリ」とい 「当事者主義」に徹し、求めているもの、
うカテゴリーに分けられてしまい、かっ かなえたい希望に沿って、関わっていく
ての「共同作業所」のような、カテゴリー ことが原理原則と考えています。そうい
すきま

の隙 間を埋めたり、「居場所・文化活動 う中で、ほっとスペースさんの活動は、
など」や、ホームヘルプサービスではカ その「原理原則」に沿って活動をされて
いるとみています。福祉サービス事業者
に入るお金と、利用者が受けるサービス
と工賃などのお金のバランスが悪すぎま
す。お金の集まるところ、儲かるところ
にサービスが集まり、不採算とみられる
「当事者のニーズ」
は置いてけぼりになっ
ています。
２００３年わかふじ大会（静岡）でのソフトバ
レーボール試合の様子。見事銀メダルを獲得。

私はこれまで
「不採算の当事者ニーズ」

27

であっても、
「必要なニーズ」には投資

る毎日ですが、ほっとさんの活動は、と

されるべきであり、これまで「社会福祉」 ても貴重な存在です。例えば

今年の１

という概念の中では、そのように制度構 月に八王子市内で、病棟転換型施設を考
築がされてきたように思いますが、先ほ える「地域で暮らすための勉強会」が開
ども言ったように、今は「就労」「稼ぐ」 催されました。市内の関係者の参加が数
ごへい

というところに焦点が当てられ、語弊が

少なく、遠方の方ばかりの中で、ほっと

あるかもしれませんが、例えば「働けな スペースさんのグループがたくさん来ら
い」「障害や病気を受け止めるのに時間

れていました。自らが関わる法人の職員

がかかる人たち」には、投資がされてい の参加がわずかであり、
私は正直哀しく、
ません。また、市場主義というのでしょ 情けなく思いました。
「何が大事か」と
うか、競争が高まり、サービスの質が向 いうことを、ほっとさん達が示してくれ
上するという考え方がありますが、「不
採算のニーズ」には競争も何も生まれる
はずもありません。

ていました。
私たちは、目の前のひとりひとりの思
いに近づくことと、福島原発事故の風化
現象に象徴されるように、すべての人の
あんねい

自分もある法人の働く一職員として矛 安 寧に思いを寄せ続けること、
「何が大
盾しながら、もう一方で、何とか希望を 事か」を、これからも、ほっとさんたち
みいだ

見出そうと前向きに取り組もうとしてい とも考えていきたいと思います。

「ほっとスペース八王子」 に携わった仲間たち
「ほっとスペース八王子」の初期を支えた者として
			

元会員

→この文の筆者
はこの写真の中
にいます。

希望

それで千人町の一軒家に引っ越しまし
たね。
一軒家は２階建で、広くて立派でした
ね。縁側もありましたね。
それから、八幡町のビルに移りました

ほっとスペース八王子二〇周年おめで ね。
とうございます。

私 は 千 人 町 の 時 か ら 非 常 勤 で 働 き、

ほっとスペース八王子が開所したのは ほっとスペー
一九九五年でしたね。

ス八王子を支

最初は西八王子駅近くのワンルームで えてきました。
したね。
そこは狭くて大変でしたね。
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その後、常
勤か辞める事

在りし日の
旧「ほっとスペース八王子」

になり、所長から、常勤にならないかと 王子を去りましたが、
誘われました。

私にとってはいい経験になりました。

私にとってはほっとスペース八王子は 有り難うございました。
最高の場所でした。

これからは三〇周年、四〇周年と目指

私は２００７年に、ほっとスペース八 して頑張って下さい。

２０周年パーティーが上手くいくように
ほっと設立 20 周年について

お招きして頂くお客様方、
多くの人々で、
設立パーティーを盛り上げてゆこうと思

会員

はるみ

菊池春海

います。今ほっとに来るメンバーでは、
私が一番古く、又一番の年寄りです。

来る５月３1 日、ほっとスペース八王

１０周年記念パーティーでは皆様の

子は、設立２０周年記念パーティーを、 おかげで盛りあげて、今でも良いパー
エルシーでとり行われます。

ティーを行ったという記憶があります。

時間は１３時３０分から１６時３０分 今回もそれに負けず、立派な会にしよう
迄かけて行います。しかし皆で、今いる と思っています。
メンバーだけでなく、前にいた人々、又

それには、我々ほっとのメンバーだけ
でなく、そのメンバー始め、お客様から
も何か一言でもよろしいですから、ほっ
とに対する一言、励ましや、こうやって
欲しいという言葉が、このパーティーに
対する気持ちとして、是非にと願ってや
みません。

１０周年記念パーティのようす。

ほ っ と ス ペ ー ス と 私
会員

リネカー

かつては「ほっと」で、年越しをしたことも
ありました。

私はほっとスペース八王子に来てか
ら、様々な事にチャレンジしています。
パソコンの基本的な操作をマスターしよ
うと、毎日、パソコンに触れていますし、
毎朝、
百馬らーめんの清掃を週５日、行っ
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ています。

そうしてできた夕食がこれです。
素晴らしい出来です。

そもそも、私がほっとスペース八王子
を知ったのは、市役所からもらった、
「ぽ
しぇっと」という冊子からでした。
他の作業所にも面接に行きましたが、
全て断られてしまいました。ところが、
ほっとスペース八王子に行くと、すぐに
入会していいと、言われたので、入会す
る事に致しました。
そもそも私が統合失調症を発症したの
は、二十四歳の時でした。

作業の仕事でした。
仕事の内容は、単純な荷物の積み降ろし
でしたが、時給で七五〇円という安価な時

二十四歳の時の私は、病気を抱えなが 給で、仕事の内容は、結構ハードでしたが、
らも、住宅リフォームの会社で、飛び込 朝九時から、夕方十九時頃まであり、月給
み営業をしておりました。飛び込み営業 にして、十四万円～十五万円程、稼いでお
の仕事は、具体的に言うと、住宅街を一 りましたが、五年間程、その仕事を続けま
軒一軒、家のインターホンを鳴らして、 したが、残念ながら、その会社は倒産して
家の中にいる人を呼び出し、リフォーム しまい、私は無職となってしまいました。
いかがですか？と聞いて回る仕事で、と
ても大変な仕事でした。

その後、病気が悪化してしまい、これ以上、
仕事を探して、仕事をしてゆくのは無理だ

一日に百軒の家を訪問しろと、会社の と思い、通院している精神科のデイケアに
人に言われましたが、一日百軒回っても、 通い始めました。
話を聞いてくれる人は、一人か二人でし
た。

しかし、デイケアでは、週 3 回しかなくて、
しかもプログラムの内容は、余り面白くな

住宅街を回っているうちに、とうとう かったので、デイケアは、辞めてしまいま
嫌気がさしてしまい飛び込み営業の仕事 した。
は辞めてしまいました。

その後、
市役所からもらった、
「ぽしぇっと」

その次に就いた仕事は、工場内での軽 という冊子で、ほっとスペース八王子の存
在を知り、入会に至ったという経緯であり
ます。
そして、
現在に至ったという訳であります。
これからも、パソコンの入力作業や、百
馬らーめんの店舗清掃などを頑張ってゆき
たいと思う所存であります。
２００６年夕食会準備。
一生懸命さが伝わる一枚

30

最後になりますが、これからも宜しく
お願い申し上げます。

これからも、みんなと仲良く「ほっと」に通いたい
ほっとスペース八王子

二十周年記念

これからも、
百馬ラーメンをがんばり、
色々なプログラムに出て規則正しい生活

会員

キャロル をして、体に気をつけて健康で元気に、
みんなと仲良くしてほっとに通いたいで

ぼくは、ほっとスペース八王子に入会 す。
して約七カ月ぐらいなのですが、職員の
人や、メンバーの人達がみんないい方で
半年近く通所できています。
昼食会では、おいしい食事を食べれた
り、プログラムでは、水泳をやったり、
お風呂に入ったりカラオケ、漢字の勉強、
おしゃべり会（聞こう会）、音楽会でみ
んなでコーラスしたり色々なプログラム
があり楽しいです。

百馬ラーメンは、ニュー八王子映画館の裏
すぐ近くです。今後も宜しくお願いします。

八王子まつりがきっかけで長いつきあいに
ほっとスペース八王子二十周年記念

きっかけで、その年の１１月から通うよう
になりました。

会員

ＭＯＮＳＴＥＲ

それまで家族や親せきのいろんなことが
重なって、つらかった時期もあって、まず

ほっとスペース八王子に通い三年にな はそれを変えたいというのはあったのです
ります。

が、通うようになってからも、会員や職員

２０１２年の八王子まつりで元職員の の衝突などもあって、ますます通うのがつ
Ｓさん（当時会員）と、会員の山口咲子 らくなった、そんな時期もありました。
さんが、八幡町町内会の受付にきたのが

それでも３年間、長い休みになることも
なく通うことが出来たのは、ひとえにメン
バーの皆さんのおかげです。
初めて出た望年会では、ピンクレディー、
はやし

次の年はお囃子を披露してとても受けたの
でうれしかったです。
「ほっと」では、１０年以上まえから、
八王子まつりを堪能しています。

だから次のイベントの時に備えて、太陽
踊り、お囃子の練習して披露してます。
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「ほっと」がいつまでも続きますように
かんがい

２０周年に寄せて

たり行かなかったりで、特に感慨もなく
２０周年を迎えた、という感じです。
会員

山口咲子

ただ、単に機械的に１０年を何事もな
く過ぎていったわけでもなく、その間も

私が「ほっとスペース八王子」に入会 いろんな人と出会ったり、また親しくし
したのは、２００５年の夏ごろだったと ていた人と連絡が取れなくなったり、ま
記憶しています。

たあるいは亡くなったりした会員もいた

このころ丁度１０周年記念行事をして りと、思い出すと楽しい事もありました
いたなあと、
「ほっと」で最近１０周年

が、同時に悲しい事もありました。でも

パーティーのビデオを流しているのを見 決してそれは忘れたい事ではなく、私の
て思い出しました。

胸の内にとっておく思い出になっていま
す。
今では、昔と比べると通うペースが上
がったような気がします。
（２０１５年
に入って、少しペースが落ちましたが）
なかでも、昼食会が楽しみです。行事で
は日帰り旅行です。
（疲れない範囲でだ
けど）

１０周年記念パーティーでの１コマ。
くつろぐ咲子さん。

プログラムでは、カラオケと、音楽プ
ログラムとエレクトーンです。
（早く先

私は当時、プレゼンテーションのスラ 生には復帰してほしいです）
イドショーの一部を担当して読む係でし
た。

今後も通い続けたいので、
「ほっとス
ペース八王子」がいつまでも残っていて

それから１０年、「ほっと」には行っ

ほしいです。

「八王子ほっとスペース」で見つけたこと
会員

ニジさん

この度はほっとスペース創立二十周年
記念おめでとうございます。おめでたい
この機会にコメントさせていただきうれ
しく思います。

32

年に１度はボウリングをしたくなるものです。
（２０１３年、ＳＡＰボウルにて）

私は市内在住で、八王子ほっとスペー
スさんには昨年の二月頃から利用してい

どっこい今でも運動プログラムの一環として
行われています。

ますので、利用してから約一年経ちまし
た。
一年間を振り返り、ここの作業所は利
用者の負担（金銭的、精神的、肉体的）
が少なく、とても過ごしやすい作業所だ
と思います。
それはさまざまなプログラムが分野ご
とに分かれていて、各自の利用者が希望 と願い、さまざまな相談所に電話をかけ
に合った形で参加できる自由度があるの まくっていた時に偶然見つけ、相談を受
で、とてもよい作業所だと思っておりま けてから通いだしました。今思えば電話
す。

つな

が繋がって相談事を聞いてもらい、そこ

私は特に運動系のプログラムを中心に から縁で繋がってよかったと思っており
週一～二のペースで出ていますが、ここ ます。他の人でも毎日の生活の中で、不
に参加するようになってからずいぶんと 安や危機感、精神的な悩みなどを持って
自分の生活が改善いたしました。やはり 生活されている人がいましたら、ほっと
同じような心の悩みや、精神的に不安を スペースさんを勧めたいと思います。
抱えている、ある意味で同じ仲間とここ
で同じ時間を共有することは、想像以上

私は日々、人との繋がり生活すること

に気分が楽になります。数時間でも孤独 は、以前に努めていた時の職場でさんざ
感から解放された気分になるので、一日 ん嫌気がさしてしまいました。それ以来
が終わって気持ちが軽くなることを感じ はなるべく殻に閉じこもって生きていく
ます。

悪い習慣がついてしまいましたが、やは
り、人と接して生きていくことは、そん

八王子ほっとスペースさんとの出会い な多少の人間嫌いであっても、それは本
は、今後の自分の生活を何とか変えたい 来人間として大切なことであると気が付
きました。つまり、精神科での通院と薬
物治療以外にも自分自身を自ら治療する
方法はあるんだと思っています。
そんな訳で、今後も自分のペースで末
永くほっとスペースさんを利用していき
たいと思っています。
バレーボールで全国を席巻したのも
今は昔ですが、

平成二十七年四月十三日
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探していた当事者団体に巡り合えた
会員

Ｐ．６０００ らと、大学へ進学しなかった人もいまし
た。それだけ「自分は自分で周りとは関

二十年前、僕は高校受験生でした。推 係なく、人間は多様である」と伺えまし
薦文を書くのを面倒だからとおこたるい た。
い加減な教師で、教師に恵まれず、下か

ただ、僕は、大学へ進学していたら気

ら三つ、位の低い受験校にもれ、定時制 の合う女性にめぐり合えていたかもしれ
に進みました。当時の僕の心境は、中学 ないと、万年自宅浪人で悶々たる思いで
しゃく

浪人も下級生と同じなのは癪 にさわる 通院を続け２０代を急ぎ足で駆け抜けま
し、このまま進むかと決意を新たにしま した。
した。
Ｐ．６０００さんの好きなイベント
「文学フリマ」。
（写真は大田区産業会館Ｐｉｏで行われたもの）

３０歳になると、それまであったライ
ターに興味を持っていたので本格的に立
川の「朝日カルチャーセンター」へ三年
通いました。さすがに、良き恩師にめぐ
り合えず、退会しました。逆に、低予算
でよい本と出合いました。
「大沢在昌の
小説講座」は中々充実していました。下
手すりゃ、カルチャーセンターより良い
印象を受けました。
作家活動をしつつ並行して、またはそ

大学受験になると、努力した成果あっ れより前に精神障害者団体で発足された
てか今度は、学校指定大学の推薦入学を Ｒという団体へお呼びがかかりました。
配備されていたものの、病気を理由に ライターを目指していたところ、
「君に
蹴ってしまいました。結局、精神科病院 はやる気がある」と、下積み期間を経て
を３日入院し、３年で卒業しました。つ 入隊しました。そこでの僕の役割りは、
まり僕はハイティーンまでに精神疾患を
持ち、受験する苦労なしで幸運を野ざら
しに回してしまったのです。もったいな
かったといいようがなかったです。ただ、
僕は、現在までにいろいろな方と出会い
ました。話を聞くと、高校トップ校であっ
たが、両親の家業を継いだ人、また同じ
くしたが、学校の説明会に出たら自分の
合う自分が希望する大学ではなかったか
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この写真の中にＰ．６０００さんがいます。
（写真は２０１４年３月の箱根旅行）

「 書 記 」 で し た。 ま た、 活 動 中、 あ る
日、地方巡業していたら、会場にお越し
の「ほっとスペース八王子の男性職員Ｈ
さん」と名刺交換する機会があり、「お
お、八王子にも精神障害者団体があるん
だ！」
「いつかきっと、お尋ねしよう！」
家から近くて中々出会いがなくて名刺を
もらって２年も月日が経っていました。
２０１３．１１。やっと「ほっとスペー

２００７年「ほっとスペース八王子」望年会の
記念写真。知った顔もちらほらと。

ス八王子」
に来所しました。ただ残念だっ なカフェで職員の孫悟麺さんと、対談し
たのは、Ｈさんが脱退され、「あの節は ました。「就労支援は、どんな希望はあ
お世話になりました」とお礼を言いたく りますか？例えば一緒に出向いたりとか
てなんとか会えないものかと、機会を ……」「そうですね、僕は仕事場を与え
伺っていました。すると、「望年会」で られるような出会いが欲しいです」「ハ
会えました。今は相模原で活動している ローワークは？八王子の前に＜ふらん＞
とお聞きしました。元気そうで良かった というのもあります」「余暇あれば向か
です。

い尋ねます」
出し物に見入る元職員のＨさん。
（写真は２０１３年の望年会）

ほっとは、押しつぶされてしまいそう
な小さな団体ですが、やることはパワフ
ルです。安兵衛さんも、職員さんも、メ
ンバーのみんなも、みんながいたから、
ほっとが続けられた。だからこそ、引き
ずられことも、引っ張っていこうとも、
思える環境が八王子にはありました。思
い出作りに僕は、この時代を生きた証に
一輪の花を添えたいです。

そして、今年２０１５．３。「ほっと」
は二十周年。お祝いを述べる機会を設け
られ「ほっとは患者会から始まった」と
現所長の安兵衛さんは言います。だか
ら、「思いやりを大切にするんだ」「独り
身でない活動の輪がほっとの良い部分で
すね」と僕は受け取りました。
２０１５．３．１６。個別支援プログラ
ム。黒で洋館思わせるシックでおしゃれ

で、これが２０１３年の望年会の集合写真。
人数が減っても楽しく過ごせました。
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私と「ほっと」
―開所 20 周年を祝して―
元会員

堀正明

ビンゴ景品を手にして引き揚げる堀さん。
（２０１３年望年会にて）

「ほっとスペース八王子」開所２０周
年、まことにおめでとうございます。
私が深く関わった２０１２年春から
２０１４年９月のことについて述べさせ
ていただきます。
大分市出身で東京都江東区在住の私
は、２０１１年５月に八王子市内の精神
科病院に措置入院になり、翌２０１２年 のが目標ですが、小規模作業所ゆえの勤
９月に病院の敷地の隣、つまり病院付属 務のむずかしさもあって、ハローワーク
のグループホームに入ります。

によく求人を出したのですが、あまりう

そして２０１４年９月退去となり江東 まくいきませんでした。非常勤では、料
区のアパート生活に戻りました。
２０１３年４月から、「ほっと」はＮ

理を主に担当する孫悟麺さん（週５回、
当事者）
、同じく料理のＣさん（週３回）

ＰＯ法人に移行しました。（注：ＮＰＯ 事務作業を主に担当する山海珍味さん
法人格取得は２０１２年１０月）
いろいろ意見がありますが、やむを得
ないことでしょう。

（週１回）
。
私が「ほっと」を離れるときには、こ
んな具合でした。

職員について触れておきます。

次に工賃作業について触れます。

所長（施設長）は堀部正さんです。ほ

毎朝（つまり開所の前）にラーメン屋

かに常勤職員２人置いて３人体制にする の掃除（１日１～２人体制）がありまし
た。職員が監督し、メンバーの都合がつ
かないときは職員が手伝うこともありま
した。
私は病院の送迎バス（グループホーム
のメンバーと運行が一体だったのです）
の都合で参加していません。
午後のプログラム中に行ったこととい
せいろそば（もりそば）と堀さん。
２０１４年箱根旅行にて。

えば、
①広告誌「ぱど」の折込広告入れ、
配布②「八障連通信」の封入、発送作業
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があります。「ほっと」ニュースの折込・ 員の定時の勤務時間と同じ）で、１３：
発送作業も、なぜか工賃作業でした。か ００から２時間ずつ２つのプログラムを
つてはキリスト教団体の封入・発送作業 毎日こなしていきます。１時間に１回休
を受けたこともあります。

憩（１０分）があります。

残った時間は、みんなでいろいろな活

何よりもしんどいのが「利用日報」
（Ｐ

動をしていたのですが、「当事者が生み

Ｃに直接入力する人もいます）の記述が

出して運営する全国的にも珍しい作業

求められるのとプログラムごとの感想を

所」の割にはプログラムをこなすのがし 全メンバーに求めて、それをメンバーが
んどかったと思います。グループホーム ＰＣに入力することです。
から通っていた入院中の病院のデイケア

前にも述べましたが、堀部さんもそろ

や、今、通っている悠歩舎（ゆうほしゃ、 そろ引退され、ご夫婦でゆっくり生活さ
江戸川区・地域生活移行支援３型）より れたいのだと思うのですが、後継者難が
もそれを感じます。

最大の課題です。

開所が１０：００～１７：３０（職

資本主義と統合失調症
元会員

猫です 定するかのように。
資本主義は今の社会問題を生み出し

この題は千のプラトーの資本主義と分 た。環境、経済、戦争、人口…。地球が
裂病から思いついた。まだ読んでないが。 終わってしまうかの如しになりつつあ
私は資本主義社会の中に生まれなが

る。私達は地球に育まれてきたのに。核、

ら、違和感を持ち生きてきた。経済的自 原発の問題は代表例。精神病も戦争や、
由は個人の不自由を意味する。統合失調 不況の人間が生きづらい状況で増える。
症になったのも、生きづらさを感じてき

人間の問題だけではなく地球にも関係

たからだ。私は金にならない哲学を愛し する。人間の生きづらい環境が地球に関
かすみ

てる。机上論あるいは、霞喰って生きて 係ないとする方が無理である。
ののし

はゆけない、絵に書いた餅、と罵られる。

私が伝えたいのは、精神病患者と云う

しかし、私にとって哲学は生きていく術 個性、お金に換算できない生を肯定でき
だ。

ない社会は地球にも有難くない社会であ

競争社会が嫌で大学の先生にならな
かったので金にならない。気持ちの上で
すべ

の術なのだ。

ることだ。
千のプラトーを読みたいと思ってい
る。資本主義社会の歪みが精神病をつ

すべてを金に換算することが嫌でたま くっていると思うから。
つまはじ

らない。社会は私を爪弾き。私の生を否
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感
まかべ

元会員 眞壁

謝

里実 復しつつあります。
産み育ててくれた母に対し、ついこの

ほっとスペース八王子の皆様、そして 間まで、不満や恨み言を洩らしていまし
関わりのある方々、２０周年記念を迎え たが、父と母が育ててくれなかったら、
られましておめでとうございます。

わたしは生きていないですし、父と母だ

当初、大変お世話になりました。

けに問題があったわけでなく、私にも問

私自身、日々、どうにも解決できない 題があるし、
環境も良いものでなかった。
悩み事を常に抱え愚痴が多く、人間関係 だから苦しんだり辛いこともいっぱいあ
がうまくいかない命でしたが、ほっとス るけど、仲間同志励まし合ったり、優し
ペースの皆様からは、暖かい交流の場で くしてもらうことで、暖かい関係が育ま
不器用ながらも楽しませて頂いたことを れ、いつのまにか、わたしも人に優しく
思い出します。

できるようになりました。
そして、母と父にもやさしい言葉を伝
えて、たまにお菓子やお茶をいただきな
がらおしゃべりができるように変わらせ
て頂きました。
ほっとスペース八王子になかなか寄付
できないのが心残りですが、
これからも、
当事者同志で支え合い運営されていくこ

２００５年東京都共同作業所スポーツ交流祭の
１コマ。見事優勝でした。

とを切に願います。
わたしたちのペースでがんばりましょ

１０周年記念のときは、当事者主体の う！！
ほっとがわたしの原点と書きました。そ
れからほっと、パオを経て、立川の地域
支援センターパティオから支援してもら
いながら１０数年当事者グループ活動を
続けています。
グループ活動は休会したり困難なこと
もありましたが、わたしたち当事者が元
気になれる元気をもらえる活動をしてい
こうと話し合っています。
また、長年の悩みだった親子関係も回
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２００５年の望年会。さすがに今とは
顔ぶれがかなり違います。

１３年間親子で病気と闘い
会員家族

安井芳美 思って居たのですが、だんだん乱暴な言
葉遣いになり、これはただ事では無い何

すがすがしい新緑の空気を吸いなが

かが起きていると思い始めましたが、職

ら、２３年前の事を思い起こし夢をふく 場からは何も言って来てはいないので不
らませ憧れの職業に就いた息子を頼もし 安を抱きながら９年目に入った頃に上司
くさえ思えた事が懐かしくさえ思いま

から精神科を勧められ、
ウツ病との診断。

す。

何で、
どうして、
何があったの？頭が真っ

３人兄弟の末っ子で、小学校の頃は、 白になったのも当然、退寮して、自宅通
とても元気でひょうきんで落ち着きの無 勤、この頃からパチンコに夢中になり
い子供でしたが、友達も多くクラスの人 帰って来るのは最終電車、だんだん通勤
気者でした。多少変わった所が有り成績 も困難になり、朝起きられない状態にな
も良くない状態でしたが、特に問題も無 り署長さん、上司の方、自宅に見えられ、
く小学校を卒業、中学では、サッカーを 励まして頂いたのですが、回復の兆しも
楽しみ勉強にも力を入れ始め高校に入

無く３ヶ月の閉鎖病棟を余儀なくされ、

学、６大学を失敗し、１年見送り社会人 余りにもショックが大きく私は泣きくず
になり半年間の寮生活、地方から出て来 れてしまい、この先この子はどうなるの
た仲間を沢山連れて来ては、よくご馳走 かと不安でどの道をどの様に帰って来た
したものです。規則正しい生活を送り、 のか思い出せない程でした。
この頃は息子も私も幸せな楽しい時間で
した。

３ヶ月ほどで退院し職場にも戻る訳に
もいかず、１１年間勤務、退職後病院か

半年が過ぎ、いよいよ職場配置は三鷹 らの勧めで生活訓施設寮に入れて頂いた
寮に入る事になり、一抹の淋しさにおお のですが、規則が守れず１年程で強制退
しばら

われ、暫くは、力が抜けた様でした。寮 寮させられ、何とか自立させようと１人
生活にも慣れ、明日帰るよ、と聞くとそ 住まいをさせました。病気もだんだん悪
の時間帯には、帰って来る方向を何度も
そわそわと見たものです。だんだん凛々

２００８年、高尾スターレーンでのボウリング。
編者はビリヤードがしたいとボソリ。

しくなってゆく息子を見て優越感さえ覚
えたくらいです。
しかし、その幸せは余り長くはなく、
就職８年目頃から、たまにかかって来る
電話で、お酒に酔った様な話し方に戸惑
いましたが、それ程気にもかけず仕事の
ストレスで飲み過ぎたのかな、くらいに
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う事でした。その後、恐ろしいメールは
来ない様になりましたが、お金の無心は
まだ続きます。
発病して１３年間親子で病気との戦い
本人もさぞかし悔しい思いをしている事
は間違いないはずです。何故、こんな事
になったのか、自分を責めたり悔んだり
町内会館清掃の様子。地元への協力、貢献も
おこたることはありません。

しましたが、私に残された時間を前向き
に二人三脚で、ゆっくり歩こうと思って

化しはじめ統合失調症と病名が変わり、 います。
すっかり容姿も変わり以前の姿は無く無

以前お世話になった上司からほっとス

気力な顔になり、これが我が子かと疑う ペース八王子を紹介して頂き、お世話に
程でした。
自立と云う事でアルバイトを始めたの
ですが、それも永くは続かず、時間をも
てあそび、パチンコ浸けの日々を送り、
サラ金に手を出しお金の無心が始まりま
す。恐ろしい言葉で脅かし、思い通りに
ならない時には昼夜問わず実家にタク
シーで（無賃乗車２万３千円）で無心に
来るのです。

エレクトーン練習風景。２００８年ごろの
写真らしいですよ。

お金の管理がすでに出来なくなり、８ なって１年半くらいになります。
年間毎日送金の日が続き、ひどい時は１

ほっとスペースを訪ねると、所長さん

日、３度も４度もＡＴＭに走る日も有り 始めとても温かい雰囲気で迎えて頂きま
ました。
電話ノイローゼになるほど、ビクビク

した。
まだまだ先は見えては来ませんが、何

した毎日を送り、とうとう警察署に飛び とか自立をと願うばかりです。
火し、
脅かしのメールに職員さんも驚き、
これからはメールも残しておくように

ほっとスペースさんに病院、生活、金
銭面と管理をお願いしてからは、余り無

と、本人には、メールだけの約束をする 理を云う事も少なくなり、少しずつ気持
様にと、ひどいのは見せに来る様にとい ちに落ち着きが出て来た様です。
お陰様で私の心のメンタルも少しほっ
としているところです。
有り難うございます。これからも宜し
くお願い致します。
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謹んでほっとスペース八王子設立 20 周年の
お祝いを申し上げます。
元わかくさ職員

花崎恵美子

私は昨年春に八王子から故郷の長野へ
転居し、原点に戻って「こころを病む」
ということを考え、子どもたちとその環
境についての新たな学びと実践を重ねて
います。その出発点として自分の中にあ
る子ども性を見つめ直したとき、ひとつ
の気づきがありました。それはとても個

「ほっとスペース八王子」主催の音楽演奏会。
（２００８年３月 八幡町内会館）

人的な物語であり普遍性のあることであ ことを、４０年も経った今になってよう
るかどうかはわかりませんが、「当事者
性」について考えるきっかけとなればと

やく気づいたのです。
その頃の私は登校時間になると朝から

考え、
この機会に書かせていただきます。 腹痛が起き、学校へ連絡して休むことが
決まると途端に腹痛が収まるということ
私が生まれる前から喧嘩や暴力が絶え を毎朝繰り返していました。そこで両親
なかった私の原家族は、私が１０歳のと は私を地元の病院に連れて行きました。
き両親の離婚により崩壊しました。その まだ登校拒否という言葉も概念もなかっ
後の私はずっと「大人たちのせいで不必 たので「慢性盲腸炎です、手術します」
要なこころの傷つきをたくさん受けた」 と言われても何の疑いもしませんでし
と思っていました。しかし家族崩壊のプ た。しかし手術後に父が「とてもきれい
ロセスへと向かうきっかけを作ったのは な盲腸で炎症を起こしていたようには思
実は登校拒否を起こしていた私であった えなかった」と言っていたのを思い出し
ます。そしてその入院生活でのある人間
関係が家族崩壊へと向かう原因をつくり
ました。
１０歳といえばいわゆる第二反抗期に
差し掛かったころです。顔を合わせれば
喧嘩ばかりしていた祖母と母、たまに
帰ってくるとキレて暴力を振るう父。そ
ときには宣伝に打って出ることだってあるのです。
（２００８年ごろ、工学院大学八王子キャンパス）

んな大人たちへの批判を抱き怒りをため
ていた私。登校拒否は言葉に出せない私
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の怒りの体現でした。それが家族に大き
な影響を及ぼしました。離婚後母は一人

河津桜鑑賞で伊豆へ日帰り旅行。山盛り苺で日
が暮れた富士山で、バスでぐっすりな旅でした。

になり自殺未遂を図ったそうです。父は
立派なアルコール依存症になりました。
祖母は脳卒中を発症しました。それでも
私には喧嘩や暴力のない平和な日々とい
う報酬が、結果一時期だけだったとして
も手に入りました。
私は自分の物語の再構成によって「子
どもの怒りのエネルギーは家族を崩壊さ は当事者は増加の一途をたどっています。
せるほど大きなものなのだ」という気づ

子どもの環境をめぐる問題は年々深刻

きを得ました。私の家族の場合は、私の になっています。私は今から 10 年後の社
「登校拒否」をきっかけにして、母の「う 会を想像して、今よりもよい環境を子ど
つによる自殺未遂」父の「アルコール依 もたちにつくっていけるように、自分の
存症」祖母の「脳卒中」へとプロセスは 中の子ども性を大事にしながら、大きな
移り、各々が当事者となりました。

エネルギーを持つ子どもたちと、その周

登校拒否が社会問題となって久しい現

りにいる「子ども性」という大きなエネ

代では、こころの病は誰にとっても身近 ルギーを抑圧して生きている大人たちと
なものになっています。そういう意味で

向き合って生きていこうと思っています。

３年間しかいなかったけど、八王子まつりはいい思い出です。
ほっとスペース八王子二十周年
元会員

わたしの思い出は、２００４年 6 月メ
南風 ンバーになって直ぐに彼氏が出来たこと
です。最初は片思いだったけど？これは

ソフトバレー→

置いといて、思い出としては、八王子祭

の大会でも大活躍

りで夜店を出したことです。ヨーヨーと

（？）でしたね。

たこ焼きを出したことかな？その分たこ
焼きは八王子祭りまで毎日たこ焼き食べ

ほっとスペース八王子二十周年おめで てた気がしたな？美味しかったけど♪
とうございます。
あっという間に、20 年。

色々あるけど事情があり３年間しかい
られなかったのは残念だったけど、ほっ

この間まで、１０周年記念が終わった とスペース八王子が１０年後３０周年記
と思ったら、もう２０年早ーい！
早いですね。
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念があるのを楽しみにしています。

どんな人も生きやすい社会にしたい
元職員

三科（旧姓・西村） 理

もう、かれこれ１０年以上昔ですね。
私がほっとで働く事になったのは…。
その時は当事者運営ということもあり
の、作業優先より居場所確保、病状確認
的ないろいろ大変な事が毎日起こる場所
でしたね（笑）
いろいろ法律が変わり、どうやって、

２００８年の誕生会用ケーキ。ナイスセンスです。

運営を続けていくかと悩みながら、日々 保健福祉士）として仕事をずっとしてき
のみんなとの生活が懐かしいです。

た私にとって、地域で生活する皆の事を

何度夜中に何時間も電話で話をしたか 知ることができていたからこそ、患者さ
…。何度夜中に病院に駆け込んだか…。 んや家族の目線にたって、充実した仕事
一緒に病院に行き、主治医と２人大変な ができてるなぁと感謝しきれません。地
事になった事も今となっては笑い話で

域や役所とのやりとりもスムーズにでき

す。

るようになりました。

あの経験がなければ、今の私はありま
せん。

どんな人も生きやすい社会にしたいで
すね。

ほっとを退職後、病院のＰＳＷ（精神

これからも応援しています。

現職員の立場から

若 い 世 代 ！ 頑 張 れ ！
常勤職員（所長、兼理事） 堀部正

早いものでほっとスペース八王子が設
立されて、２０年経ちました。これもひ
は

虎の皮を被った→

とえに会員たち仲間の地を這うような努

ナイスガイ、それ

力と、それを支えてくれた職員、支援者

が堀部さん。

の皆様の賜物です。

たまもの

全国の「精神病者」の仲間の皆さんこ
んにちは。
「ほっとスペース八王子」です。

はじめの１０年をふりかえって
立ち上げてから１０年はほっとスペー
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♪シュプレヒコールの波～通り過ぎてゆく～♪

えながら運営することやある程度地域か
ら認知されることで甘えが出てきたり、
さまざまな独善的な暴走行動を起こした
ことも原因です。その行動の原因が僕た
きゅうち

ち障がい者を窮地に追いやるような自民
党や公明党の悪政、差別や偏見であるに
しても、やはり独善的な暴走については
反省しています。
ス八王子が地域に認知されるまでの１０
年でした。
そして、その後の１０年は良きにつけ
悪きにつけ、ほっとスペース八王子が理
念を実現しようと独走した 10 年です。
確かにほっとスペース八王子はいろんな
あ

目に遭いました。立ち上げ当初は立ち上
げたみんなで病気で苦しみながら運営し
てこれましたが、活動し続けていく間に

機関誌「ほっと」の丁合作業風景。
（２００８年３月下旬）

暴走に付いていけない仲間、離反した

立ち上げた仲間も運営をめぐって一人、 仲間は結局は孤立した世界に舞い戻るし
二人と去って行ったり、亡くなっていっ かなかったのですから。その点では仲間
たりしました。新しい仲間もまた加わっ へのお詫びがまずあって当たり前だと思
て、病を抱えながら当事者で運営する大 います。
変さをみんなでかみしめながらここまで
続けてこれました。

総会で決まったからと暴走するのでは
（中身は天と地ほど全く異なりますが）
、
やり方は安倍政権と全く同じです。総会

その過程では支援者が遠ざかり、仲間 で決まったとしても実行に当たってはそ
が去っていくこともありました。病を抱 の都度、仲間と話し合い、一つ一つ仲間
と確認しながら、仲間の一人一人の息遣
いを確認しながら、丁寧に企画し、活動
していく気風が必要だということを理解
してきました。
２０年を迎えて、それを契機に二代目
代表・多田さん含めて、
多くの離れていっ
２００８年、若者の街原宿は代々木公園にて。
「ほっとスペース八王子」はどこだって運動し
ますよ。
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た仲間と修復も始めています。それは僕
たち障がい者を巡る状況が最悪になって

きている危機感からです。全国規模の患
者会の連絡会みたいなものが必要なのか
もしれません。

障がい者を取り巻く状況の変化
「旧障害者自立支援法」＝「障害者総
合支援法」が制定されて障がい者福祉が
様変わりしてしまいました。事業目的の
民間参入で、手弁当でボランティア精神
おういつ

が横溢する共同作業所時代では考えられ

法内移行前は、月に６回（前後あり）、夕食会を
行っていました。３００円で栄養満点の食事。

この事件は１９６０年代に精神病院が

ない雰囲気がこの世界（精神保健福祉業 全国津々浦々に雨後の筍のように建設さ
界）に漂っています。

れた状況に似ています。劣悪な精神医療
がはびこり、医療法上も例外規定や例外

その雰囲気とは利用者である「障がい の例外規定が設けられ、劣悪な医療であ
者」当事者の人生に寄り添うようなあり ることを百も承知で当時の厚生省は強引
方ではなく、事業所や事業中心のあり方 に治安対策として認めていました。
に、すなわち「障がい者」当事者を中心
とするものではない本末転倒な状況に変
貌しているように思います。

劣悪さの根本原因は精神障がい者を治
安対策として、社会保安思想に基づいて
社会から排除、隔離するという考え方で

その先触れが２００９年の８月に杉並 す。そして、今日に至ってもその考え方
区のグループホームで起きた約１４～

はほとんど変わってはいません（むしろ

１７日間放置死事件です。ほっとスペー 悪化していると言っていいかもしれませ
ス八王子の元会員であったことからこの ん）。国際人権団体から日本の収容主義
さら

事件は白日の下に晒すことが出来まし

を指摘されても、厚生労働省は長期入院

た。もし、そうでなければ闇から闇に葬 者を地域に戻すことに力を入れていませ
られていたと思うと背筋が寒くなります ん。
それどころか、病院の敷地内ないし病
院のすぐ近くに居住施設を設置し（ある
いは「病棟」の看板を「居住施設」と付
け替えて）、精神障がい者をそこに住ま
わせようとしています。
以前は「ほっと」は封筒に封入して発送して
いました。
（２００８年３月下旬）

もちろん、かねてから僕らはこの動き
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の職員が僕らの人生に寄り添い、責任を
持って伴走する覚悟があるとはとても思
えない状況です。

現状を見すえて
これが設立２０周年を迎える「ほっと
桜舞い散る富士森公園で５人だけの寂しいお
花見も今は昔、今は再びにぎやかな花見です。
（２００８年）

に反対しています。

スペース八王子」を取り巻く現状です。
１０年前はまだましでした。ソフトバ
レーボール全国大会に出場してのんびり
と生活する自由さがありました。仕事、

しかし、長期入院者を受け入れる社会 仕事と就労を強要され、就労しなければ
げんか

の側の準備が全くなされていないどころ 人間でないかのような現下の雰囲気は息
か上述のように退院した仲間が貧困ビジ が詰まりそうです。
えじき

ネスの餌食になるような状況です。物理

２０周年を迎えて、感じることは各社

的、精神的な虐待のあげく放置死などの
悲惨な結末を迎えかねず心配です。現状
はグループホームにしろ、就労支援事業
所、地域活動支援各事業所の福祉サービ
スの中身は「地域生活を円滑にするため
に」「空気を読めるように」と称して、
つまらないルールに従順に従うことを強
要するものとなっています。

みんながお楽しみ「カラオケ」。大型スクリーン
にＰＣの画面を投影しています。それ以前は８
トラックカセットを使用していました。

僕らの仲間が事業所職員に従順になる 会福祉サービス事業所の社会との向き合
ことを強要され、自分自身の人生を自分 い方です。きな臭さが１０年前よりも一
自身で切り開いていく上で失敗する自由 層深まっていて、僕ら精神障がい者がの
さえもなく、ただ食い物にされているか んびりと社会生活を営めないような状況
のようです。

に向かいつつあるこの時期に何らこうい
あらが

各福祉サービス事業所職員一人ひとり う動きに抗うこともせず、なされるがま
ま好戦的な政府を放置していることは本
当に恐ろしいことです。
「新自由主義」が社会を覆い、人間の
価値、とりわけ当事者の価値は数値化さ
れ、「金になるかどうか」で判断され、
障害者自立支援法廃止をアピールする
街宣活動。
（２００８年４月）
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本来持ち込まれるべきでない福祉の分野
において、市場主義や競争原理がまかり

せんべん

医療の改革に先鞭をつけたのは他でもな
い、１９６７年から１９７０年代にかけ
て全国に広がったベトナム反戦、沖縄本
たんちょ

土復帰運動、学生運動であり、その端緒

だった東大赤レンガの青年精神科医師連
合の闘い、東大闘争でした。

更に、

当事者による闘いもありました。
全障連、
♪そしてぶらぶら歩こう～♪
散歩会の様子。
（２００８年）

車イスや視覚障がいの仲間たち、脳性マ
ヒ者の「青い芝の会」の仲間たちの身を

通っていることと日本国憲法で象徴的に 挺した闘いでした。又、全国「精神病」
守られていた平和が脅かされていること 者集団はじめ全国の「精神病」患者会に
とは無関係ではありません。

よる精神神経学会の壇上占拠レクによる
うれ

精神科医たちへの糾弾闘争でした。

先細りする当事者運動を憂う
２０周年を迎えて、感じることのもう

この闘いは保安処分反対百人委員会を

一つは、患者会運動、当事者運動が細々 も機能させることになった。精神病者を
となっていることです。反戦平和運動や 中心にした運動は労働組合を勇気づけ、
社会運動、労働運動、学生運動などの欠 行政が行おうとした精神病者実態調査に
如と関係がないとは思えません。進歩的 対する反対運動にも刑法改悪・保安処分
な活動や運動が社会の基盤にあって初め 反対運動にも勢いをつけました。
て患者会等の当事者運動が活発となり、

そして、その中心的な闘いが赤堀闘争

市民へのアピール度も深まります。テレ （= 島田事件冤罪救済運動）でした。精
ビをはじめとするマスコミは、「高齢化

神障害者・赤堀政夫氏を差別の下に死刑

社会」をキーワードに、国会や沖縄での 判決を下した司法に挑んだ闘いでした。
デモを報じる一方で社会運動の盛り下が 赤堀闘争で勝利を勝ち取った後の障がい
りを助長している面もあります。国や福 者解放運動は地域密着型の生活闘争で地
祉サービス事業所スタッフ、精神科医な 道に進められ、今日に至っています。
どが主導するカッコ付「当事者」運動で
はなく、文字通り当事者の当事者のため
の当事者による当事者運動が復活するた
めにも、労働者、市民、学生の反戦平和、
社会運動などの活発な発展が望まれると
ころです。
そもそも１９６０年代の劣悪な精神科

長房ふれあい端午まつりでのショット。
シャオピン（中華風具入り焼餅）の
美味しい屋台が出るとか。（２００８年）
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これからの１０年に向けて

ＰＳＷ（精神科ソウシャルワーカー）等

こう見た時に、大切なことは反戦平和 の専門家と称される人、資格者に勿論委
活動を背景に労働運動、学生運動に支え ねられるものでもありません。当事者自
られながら当事者のための当事者による らが自らの手で自分の人生を切り開いて
活動が求められているということだと思 いくこと、そのために伴走できる人がい
います。

れば支えてもらう。そういうあり方を実

行政に委ねることではなく。精神科医、 現したい。
これからの１０年は患者会運動、当事
者運動を再興させること。それと同時に
そのための礎となる反戦平和活動を活発
にすることが大事だと思います。
若い世代の仲間が協力し合って、頑
張って欲しいと思います。
都営長沼団地の清掃風景（２００８年）
。
２０１３年４月に休止になりました。

今 後 も 次 の 世 代 へ の サ ポ ー ト を
ほっとスペース２０周年にあたって

援法 ( 現在は総合福祉法 ) が制定された

			

直後で、八王子市の補助金制度も４年ほ
非常勤職員

山海 珍味 どで廃止となる方向性がだされ、ほっと

ほっとスペース八王子にかかわって早 の先行きが不透明な時代でもありまし
くも８年がたちました。当時運営委員長 た。しかし限定付きながらも一定の予算
をしていたＵ氏からの紹介で非常勤職員 も確保されており、若い専従職員のもと
として週３日程度、ほっとにかかわり始 会員のかたも若い方々が多く通所してお
めたのがきっかけでした。現在も週 1 で り、日々語り合うことで、多くを学ぶこ
はありますが非常勤職員としてかかわっ とができました。
ています。
ほっとスペースにかかわるようになっ
て初めて、精神障害の問題に触れること
になりました。ほっとにかかわるように
なったとき、堀部さんから、「とにかく
会員と普通につきあえるようになってほ
しい」との話がありました。当時は、支
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「ほっと」でくつろぐ山海珍味さん。
（２００８年）

ほっとは、障害者問題の学習会や外の 作り出した「伝統」ともいえることだと
あつれき

集会等への参加にとどまらず、社会的問 思います。また当時行政との軋轢を生み
題を課題とした取り組みを重視したプロ ましたが韓国研修旅行の実行は、現在も
グラムも多く取り組まれておりました。 ２泊～３泊の「韓国体験ツアー」として
「障害者支援法（当時）」の日比谷野音で プログラムに組み込まれており、これも
の全国集会への参加にとどまらず、「医

他の障害者団体にはない「ほっと」らし

療観察法」問題、「日の丸君が代」問題、 さといえると思います。
２０１３年４月、ほっとスペース八王
子も特定非営利活動法人「ほっとスペー
ス八王子」として法内へ移行して現在に
うよきょくせつ

至っています。紆余曲折を経て、会員の
方も入れ替わりましたが、行き場のない
精神障害者 ( 重度 ) の方の日中の居場所
麻雀を打つ山海珍味さんほか。麻雀は大事な
コミュニケーションツールです。
（２００８年）

を提供しつつ、精神障がい者の抱える問
題を地域に訴えるほっとスペースの活動

また毎年８月恒例となった「長崎研修」 は、今後とも必要であることは間違いあ
などの平和活動への取り組み、３．１１

りません。２０周年といわず３０周年、

以降の「反原発」問題など障害者問題以 ４０周年へと飛躍していく「ほっとス
外の社会的取り組みも活発でした。そう ペース八王子」であってほしいと願わず
した活動で、ともすれば日々の生活の中 にはおられません。個人的にはすでに還
で内向きになりそうな会員へ、社会問題 暦世代に入り、先頭に立ってとは行きま
つちか

への関心を持ってもらう流れが培われた

せんが、長老会員の方、若い会員の後か

と思います。こうしたことは他の障害者 らにはなりますが、そして微力ながらで
団体ではみられない、ほっとスペースが はありますがサポートできれば、と考え

20 周 年 に よ せ て
あ や ひ こ

職員 彩日子 憲法集会に参加している彩日子さん。文字通り、
各種団体の幟も控えめな「憲法を考える」集会に
なりました。

私は２０１５年 1 月から「ほっとス
ペース八王子」
（以下「ほっと」）に職員
として関わらせていただいております。
創立２０周年の節目に職員として関わ
らせて頂き、とても嬉しく思います。
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「ほっと」の特徴は当事者運営です。そ

「ほっと」は当事者主体の考えを重視

の為、
「彩日子さんは、当事者ですか？」 しています。その為、職員の視点から意
と聞かれたことがあります。私は健常者 見をすることには責任を感じます。
また、
として働いていますが、当事者・健常者 「やはり健常者には当事者の気持ちはわ
という枠組みを考えたことはありませ

からない」と言われます。確かに理屈で

ん。また、大前提として社会そのものが はわかりません。しかし「理解する」こ
病理的であるという考えを持っていま

とはできなくても、感覚的な部分で「わ

す。そのように考えるようになったのは、 かる」ことはできます。私は以前、「分
子供の頃からです。大人＝社会に対して 裂病少女の日記」を読みました。この本
多くの疑念を抱きながら育ちました。当 では妄想や幻覚が現れる直前の、病気が
事者・健常者をわけるとすれば、単に病 発病するかしないかの風景が描かれてあ
院に行き薬をもらい飲んでいるか、そう ります。私には、その少女の心の動き、
でないかの違いでしかありません。

気持ちがよくわかりました。この本を読
むと、当事者の世界も健常者の世界も、
全く断絶したものではない、ということ
がよくわかります。
この機会に、
メンバー
さんにとっさに答えられなかったこと
や、今までまとめられなかったことを考
えることができました。これからの１０
年、２０年どうほっとと関わるか、ずっ

おもむ

お見舞いに赴く彩日子さん。
（２０１５年）

と考え続けていきたいと思います。

はじめてのジャンルの仕事、短期間で無我夢中にやってきました
「ほっとスペース八王子」

の皆さんに励まされ、助けられながら

20 周年に際して

日々奮闘しています。日々のプログラム
の中でも多くのことを一緒に学ばせても

ひろた

職員 廣田

治恵

私は２０１４年 6 月より「ほっとス
ペース八王子」の職員として関わらせて
頂いております。
この仕事に就くまでは、行政や福祉と
は無縁だったのでいろいろと学ぶことも
多く、私にとってはじめてのことばかり

昇仙峡は仙娥滝で一枚。廣田さんも写っています。

で戸惑うことが多々ありました。利用者 （２０１４年１０月末）
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らっています。

２０年と一口にいいますが、ここまで

昨年の今頃は、仕事を辞めて間が無く くるのにはいろいろなことがあったと思
どんなことができるのか何がしたいのか われ、私には想像もつきませんが、これ
も分からずにおりましたが、ふとしたこ からの未来に少しでもお手伝いできるこ
とがきっかけで
「ほっとスペース八王子」 とをうれしく思っております。
のこと知り、職員として働かせて頂き無
我夢中でここまできました。

まだまだ理解できてないことや不安な
こと沢山ありますが、これからは私なり

そんな中、今年は２０年ということで に今できることを精一杯頑張っていきた
それだけの歴史と重みを感じるとともに いと思っております。
その一端に関わることになる重責も感じ
ています。

改めて２０周年、おめでとうございま
す。

進むも引くも曲がり角
そんごめん

非常勤職員（兼理事） 孫悟麺
「ほっとスペース八王子」という団体
が発足して２０年になるといいます。
「八王子赤堀さんと共に闘う会」から
通算すれば４０年近くになるし、逆にＮ
ＰＯ法人になってからですと、今年でよ

２０１２年度総会の準備をする孫悟麺を含む
スタッフ。このとき孫悟麺は単なる一会員に
すぎませんでした。

うやくまる３年になります。そう考える
と息の長い団体でもあるし、フレッシュ は、ＮＰＯ法人になってからまるまるプ
な新しい団体でもあります。
自分が関わりを持つようになったの

ラスアルファの期間ということになりま
す。
そこでまず、結論から先に書いてしま
いますが、自分にとって、将来の「ほっ
とスペース八王子」についてのグランド
デザインであるとか、ヴィジョンといっ
たものは持ち合わせていません。
「ほっ
とスペース八王子」を維持していくため
に自分のできること、目の前の仕事を片

２０１２年度定期総会。法内移行前最後の総会。
この掲示物は孫悟麺作成。

付けることがせいいっぱいです。
しかし、
社会的状況は変わってきました。という
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車に立ち向かうのとはあまりにレベルが
違いすぎます。
「新自由主義」という一見耳触りのい
い言葉が批判されるようになったといっ
ても、もう手遅れかもしれません。
そんな中で、
「ほっとスペース八王子」
人はそっちのけで電車の写真ばかり撮りまくっ
た２０１３年の長崎旅行でした。

も泳いでいます。こういった業界の中で
も、
「こうしなければ生き残れない」と

より、自分で知覚できないくらいに、も か言われるようになってきました。
のすごいスピードで、今現在も変化を続
けているのがこの世というものです。

しかし、実際はそう言わざるをを得な
い社会の方が間違っているのであって、

逆に、自分の日常がすべてと考えれば 本来は健常者も障碍者もない、個人も法
その変化は微々たるものかもしれませ

人もない、ただ存在するだけでしっかり

ん。そんな禅問答はさておき、自分が子 地に足をつけて生きていける世の中でな
供だったころ、世の中はどんどん便利に くてはいけません。
なって、少ない仕事でも楽に生きていけ

ほっとの合い言葉のひとつ、
「頑張ら

る、と聞かされ、図鑑を飾る万博展示物 ない生き方」が、それです。「頑張らな
の写真は希望の象徴でした。

い生き方」というのは、怠惰に生きると

３０数年が過ぎ、今の世の中はどう はかぎりません。怠惰に生きることもそ
なったでしょうか。確かに仕事は少なく れは一つの生き方ですが、
「頑張らない
なりました。しかしその少ない仕事を奪 生き方」の本質ではありません。
い合い、やっとの思いで得た仕事は残業

無駄な努力はしないに越したことはな

ばかりで過酷そのもの、あるいは非正規 いではありませんか。ですから、集会な
でいつ首になるかわからない不安な状況 どの市民運動であるとか、そういった政
で働かざるを得なくなり、一見犯罪も少 治活動に積極的にかかわるつもりはあま
なくなって７０年かけて表向きの平和は りありません。
演出できたけど、どこか味気ないぎすぎ
まんえん

すした空気が蔓延し、人々は「個」とい
う一見自由に見えるけど実は孤立した存
在に分断されてしまっています。さらに
は「少子高齢化」という免罪符の下、あ
まりに権力者の都合だけで世の中が動か
されようとしています。
ここから一個人が立ち上がって闘お
うったって、例えばドン・キホーテが風
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こんしん

孫悟麺渾身の握り寿司。（２０１３年１０月
の誕生会）

基本的に、自分がそういった活動に参 レターで何度も連帯を呼び掛けて来まし
加する時は、興味があるか、かかる火の た。でもそれは一緒に活動したり、闘っ
粉を払いたいとかその程度の物です。

たりするとは限りません。例えば自分が

言うまでもなく、自分がさまざまな集 個人的に繋がりたいだけというのもあり
会を見て来て、参加者が高齢化している ます。ですから今後ともよろしくお願い
のは実感します。

します。

障碍者の運動もここにきて曲り角に
入ってきているのかもしれません。問題
は曲がり角をどう進むかです。素直に道
なりに進むか、スピード全開ドリフトで
進むか、或いは曲がり角なんか突破して
突っ切るなんて進み方もいいかもしれま
せん。
これまで「ほっと」ニュースのヘッド

各
市民運動活動家

所

よ

ふさこ

阿部總子

り

とにかく焼いたさ、ケーキを２台。望年会
ときたら、また焼くさ。（２０１３年望年会）

ひ

と

こ

と

継続して活動を続けてこられたこと、そ
の努力と力に感動いたします。
（さまざ

ほっとスペース八王子

まな困難にぶつかりながらですから）

関係者の皆さま

おめでとうございます。

こんにちは。

社会環境がなかなか変わらないなかで、

西東京の阿部と申します。

試行錯誤しながらのあゆみであったと

いつも会報を送ってくださいまして

思いますが、やっていらした事が多くの

ありがとうございます。

芽を生んでいます。ともに歩んでゆきま

このたびは、20 周年を迎えられたとの しょう。
こと。

駒木野病院

じん

事務長 神マチ

出席できず申し訳ございません。
これからも「ほっとスペース八王子」ら

創立２０周年本当におめでとうございま しくご活躍されますよう祈念申し上げま
す。

す。
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たなし工房

白倉悦子

〆切をすぎてしまってのお詫びですいま
せん。

20 年おめでとうございます。
これからも、ほっとらしい活動を続けて
原稿の依頼をいただきましたが、行政へ ください。
の提出物の作成に追われて、書けません
でした。

私は現在同じ法人内の、グループホーム
わんどで勤務してます。

クッキングハウス

松浦幸子

らも、みんなの希望の会であり続けて下
さいね。

２０周年おめでとうございます。これか

元会員

伊藤喜久夫
負けるな！「ほっと」！

遠く離れた相模湖より

エールを送ります！頑張れ！

兄弟姉妹の皆様に一言
弁護士

岩本洋一

この間さまざまな困難をのりこえてこら
れたことと存じます。

創立２０周年おめでとうございます。

ますますの御発展をお祈りします。

国分寺エクスペリエンス

このたびはおめでとうございます。
九州ツアーに出かけているため（20 周

こんにちは、国分寺エクスペリエンスで 年パーティーに）出席できません。
す。

地域生活支援センター

残念です…！

あくせす

２０周年おめでとうございます。
今後のますますのご活躍をお祈り申し上
げます。
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「ほっと」前のアーケード
（屋根）も今は無く…
（２００９年）

自治労八王子市職員組合

執行委員長

青木正男

創立２０周年おめでとうございます。

ゆいまーる生活館

おめでとうございます。
これからの発展をお祈り申し上げます。

ミュージシャン

おおたか静流

２０周年、おめでとうございます！

「ほっとスペース八王子」 会則
第一章

総則

第一条（会の名称）
この会は、「ほっとスペース八王子」と称する。
第二条（事務所）
この会は、事務所を、八王子市八幡町 13-2 ふくしまやビル２階
（電話 042-628-2319）に置く。
第三条（目的）
この会は、「精神病者」の意志を最大限尊重するという前提のもと、
「精神病
者」が自らの手で運営し、「精神病者」当事者の生活を切り開き、自立する
ために必要なあらゆる活動を行うことを目的とする。
第四条（事業）
この会は、前条の目的のために、以下の活動を行う。
＜五つの活動＞
（三つの主柱）
		
		

(1)「精神病者」に対する差別・偏見をなくす活動をする。
ようご

(2)「精神病者」の権利を守り、擁護する活動を行う。
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(3)｢ 精神病者 ｣ 相互及び団体間の交流を行い、支援を広める為の活
動を行う。

（二つの支柱）
		

(4)「精神病者」リーダー後継者を育てる。

		

(5)「精神病者 ｣ 自身に関わる法律等に対して、労働組合や市民団体
と連帯した取り組みを行う。

		

(6) あらゆる差別をなくする団体との交流、連帯をする。また、社
会へ目を向け、社会問題へも関心を持ち、積極的にかかわってい
く。

＜二つのセンター：「解放センター」の両輪＞
		

(7) これらの活動をおこなう場として、
「自立生活センター」部門と
「オールタナティブ・センター」部門を両輪とする『
「精神病者」
解放センター』を運営する。

第五条（会員）
この会の会員は、以下の通りとする。
		

(1) 正 会 員…この会の趣旨に賛同した「精神病者」および回復
した「精神病者」個人及びその団体で所定の入会届けを提出し、
入会金 1,000 円、年会費 3,000 円を納めた者。この会の事業活動
に参加する者。会費は年度内９月までは 3,000 円。その後 10 月
～ 12 月は 2,000 円、１月～３月は 1,000 円とする。

		

(2) 賛助会員…この会の趣旨に賛同した個人及び団体で、この会の
運営を財政的に援助する者。事務局員（職員）は賛助会に加入す
ることとする。但し、正会員である会員職員にかぎり、賛助会へ
の加入は任意とする。未加入の場合、賛助会での発言権もなくな
る。

		

(3) 退会…年度末までに所定の更新手続きをしない会員は退会とな
る。退会した会員への年会費の払い戻しはしない。

第二章

組織及び役員

第六条（組織）
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(1) 会員の総会…前条に規定する会員の総会を、最高意思決定機関
とする。

		

(2) 理事会…総会の意思に基づいて、この会を総轄し、諸事業を調
整するための最高執行機関とする。

		

(3) 事務局…この会の運営を円滑にするため事務局を置く。

		

(4) 事業部…この会の目的を遂行するため事業部を置く。

		

(5) 広報部…ホームページ、リーフレットなどは必ず広報部で検討し、
決定する。役員といえども単独での決定はこれを認めない。

		

（6）その他の部会…社会運動部会、文化部、スポーツ部など各種部
会を作り、会員はこれらに積極的参加することとする。

第七条（役員）
一．この会を運営するために次の役員を置く。
		

(1) 理

事

長			

一名

		

(2) 事務局長（所長）			

一名

		

(3) 理

事				

五名以内

		

(4) 会

計				

一名

		

(5) 監

事				

一名

		

(6) 顧

問				

一名

二．役員の構成は、
「精神病者」の意思が重く反映するものでなければならない。
三．役員は、総会の承認を以って決定される。
四．役員の任期は一年とし、再任を妨げない。但し、代表及び共同代表は、ど
ちらも同一人が４回を超えて再任することはできない。
五．理事長の任期は一年とし、65 歳を超えた者がその任に就くことはできない。
理事長は事業主であり、雇用主でもあるので、空白が生じてはならない。
職員・会員以外から、あらかじめ検討しておく必要がある。
六．役員が任期の途中で就労、入院等の理由で、その任をはたせなくなった場
合については、全体ミーティングなどで会員の半数の支持があった者につ
いて、理事会で新任者を決定することができる。代表、副代表については、
一定期間代行し、早期に臨時選挙を行い選出する。
第七条の二（役員の選任）
一．役員は毎年１月に選挙によって選出される。選挙の規定については別に定
める。
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二．選ばれる役員は以下のとおりである。
(1) 理 事 長 …原則としてプログラムに参加し、会の運営に責任を持てる
会員の中から選挙で選ばれ、総会において承認される。但し、60 歳以
上のものはなれない。
(2) 理

事 …原則としてプログラムに参加し、会の運営に責任を持てる

会員の中から選挙で選ばれ、総会において承認される。会の外部から依
頼した理事については総会において承認されたものを理事とする。
第七条の三（役員の役割）
(1) 理事長…会を代表し、会の事業を統括する。
「ほっとスペース八王子」
の人事に責任を持ち、会全体の事業に責任を持つ。理事会を代表し、理
事会を統括する。
(2) 事務局長…総会、理事会、事業部の事務を統括する。
(3) 理

事…予算、事業計画、会則などを編成し、会の全般を討議し、決定

する。

第三章

(4) 会

計…会の予算に基づいて、予算の執行状況を把握する。

(5) 監

事…会の予算の執行状況を監査する。

会議

第八条（総会）
一．総会は、年一回以上開催される。
二．総会は正会員の過半数の出席（委任状を含む）をもって成立する。
三．総会で議決権を持つものは正会員とし、
出席した過半数をもって議決する。
四．総会は以下の事柄を決定する。
(1) 役員の選出及び承認（役員の選出は毎年１月に行う事とする）
(2) 事業報告及び決算
(3) 事業計画及び予算
(4) 会則及びその改正
第九条（理事会）
一．理事会は、月一回以上開催される。
二．理事会は、以下の事柄を決定、承認する。
(1) 総会で決定、承認された計画に基づいた具体的方針
(2) 方針に基づいた執行と総括の報告
三．会員は理事会を傍聴する権利を有する。
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第十条（全体ミーティング）
全体ミーティングは、理事会の統括の下、随時開かれ、会員間の相互交流を深
めながら、以下の事柄等を討議する。
(1) 会の問題点や運営について
(2) 予算の執行状況の把握。
(3) 意見等がある場合は、全体ミーティングで協議した上で、理事をとおし
て、理事会に提案することができる。
第十一条（事務局・職員ミーティング）
てきぎ

総会、理事会の準備・記録整理、事業部の業務のために適宜開かれる。
第四章

財政

第十二条（資産）
この会の資産は、以下のものによって構成される。
(1) 会費
(2) 補助金
(3) 助成金
(4) 事業収入
(5) 寄付金
(6) その他
第十三条（管理）
資産は、理事会の議決を経て管理、経理し、毎月及び求めに応じて随時、
理事会に報告する。一般会計、賛助会計は月末で締め、次月の理事会に提出
する。
第十四条（監査）
会計監査が、年一回及び必要に応じて随時、監査を行い、その結果を総会
及び理事会に報告する。
第十五条（経費）
この会の運営に関する経費は、第十二条に規定する資産から支弁する。
第十六条（会計年度）
会計年度は、毎年４月１日に始まり翌３月 31 日を以て終わる。
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第五章

罰則

第十七条（種類）
(1) 退会…謹慎を何度も繰り返し、会内の秩序を乱したり、会の運営を乱し
たり、会則や会の決まりごとを守らない会員に対して、本人の弁明を聞
いた上で ､ 理事会の決定で、退会を言い渡すことがある。著しく会の利
益を損なう行為があった場合、謹慎処分の多少に関わらず、本人の弁明
を聞いた上で ､ 理事会の決定で、退会を言い渡すことがある。また、年
度末までに所定の更新手続きをしない会員は退会となる。退会された会
員への年会費の払い戻しはしない。
(2) 謹慎…第十七条の二の二で規定する。
(3) 注意…第十七条の二で規定する条項に該当する場合、全体ミーティング
さらに理事会で検討し、口頭ないし文書で注意することがある。
第十七条の二（注意）
一．（注意）
会員の中でこの会則および以下の定めに違反したものについては、本人の
弁明を聞いた上で ､ 理事会の決定で、注意処分をすることがある。
(1) 暴言をはかない。
(2) 暴力を行使しない。
(3) 金品の貸し借りをしない。
(4) セクハラ発言、セクハラ行為をしない。セクハラガイドラインを設けて
厳格に対処する。
(5) 知り得た個人情報については、みだりに漏らさない。
（職員・ボランティ
アも含む）
(6) その他、｢ ほっとスペース八王子 ｣ の会員として相応しくない行為。
二．（謹慎）
何度注意しても改まらない場合、
本人の弁明を聞いた上で ､ 理事会の決定で、
謹慎処分をすることがある。謹慎の期間はその都度、理事会で決める。
三．（謹慎中の会員の権利・義務）
謹慎中の会員は総会に参加する権利はある。しかし、議決権は持たない。
四．（謹慎の解除）
謹慎の解除の手続きは , 謹慎の期間が解けた時点で、当該会員と理事会と
の話し合いをもってする。
五．上記の処分は、公平な手続きの後、理事長・代表の連名で発令する。
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第六章

その他

第十八条（個人情報）
未だ「精神病者」に対する社会的偏見などがある現状をふまえ、会員のプライ
バシー、個人情報等、会員の望むことについては、特段の注意をはらうことと
する。
附則
第一条（施行日）
この会則は、1996 年 4 月 20 日から施行する。
第二条（改正）
この会則は、総会の審議を経て改正することができる。
第三条（改正）
この会則は、1999 年４月１日に改正した。
第四条（改正）
この会則は、2001 年４月１日に改正した。
第五条（改正）
この会則は、2002 年７月１日に改正した。
第六条（改正）
この会則は、2003 年４月１日に改正した。
第七条（改正）
この会則は、2004 年４月１日に改正した。
第八条（改正）
この会則は、2004 年 10 月 25 日に改正した。
第九条（改正）
この会則は、2005 年４月 10 日に改正した。
第十条（改正）
この会則は、2006 年４月８日に改正した。
第十一条（改正）
この会則は、2008 年４月５日に改正した。
第十二条（改正）
この会則は、2009 年４月４日に改正した。
第十三条（改正）
この会則は、2009 年８月 25 日に改正した。
第十四条（改正）
この会則は、2013 年２月 13 日に改正した。
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「ほっとスペース八王子」 年表
年 月

「ほっとスペース八王子」 の出来事

精神病者をめぐる動き
京都で精神科病院の前身である
てんきょういん

１８７５年

「京都癲狂院」
（現・川越病院）設
立、
４年後には「東京府癲狂院」
（現
在の都立松沢病院）が設立された。

１９００年

１９１９年
１９５０年５月
１９５４年３月

１９５５年

「精神病者看護法」制定。しかし
まだ私宅監置が精神障がい者への
措置として主流だった。
「 精 神 病 院 法 」 制 定。 全 国 都 道
府 県 に 精 神 科 病 院 設 置 が 進 む。
１９４０年には２万５千床に達し
たが、戦災で４千床に減少。
「精神衛生法」制定。

静岡県島田市で幼女誘拐殺人死体
遺棄の、いわゆる「島田事件」が
発生、官憲は容疑者として赤堀政
夫さんを別件で逮捕、のちの冤罪
へのはじまりとなる。
クロルプロマジン（コントミン）
が導入、一気に新薬による薬物治
療が浸透する。

１９５８年５月

静岡地裁、赤堀さんに死刑判決。

１９６０年２月

東京高裁、赤堀さんの控訴棄却、
同年１２月、最高裁が上告棄却。
いったん死刑が確定する。

１９６１年８月

赤堀さん第１次再審請求。翌年２
月、請求棄却。

１９６４年３月

米大使ライシャワー氏刺傷事件。
精神疾患者に対する処遇論議。

１９６４年４月

赤堀さん第２次再審請求。同年
１０月、請求棄却。
精神衛生法一部改正。この頃から
病床数が劇的に増えはじめ、この
年の１７万床から、１０年後には
２８万床に増加。
赤堀さん第３次再審請求、翌年４
月、請求棄却。

１９６５年
１９６５年４月
１９６８年

１９６９年
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大阪・栗岡病院事件。患者へのリ
ンチ事件。
千葉・伊藤病院事件。自宅療養者
を拉致して不当に入院させた事
件。

年 月
１９７０年

１９７１年

１９７４年７月
１９７５年

「ほっとスペース八王子」 の出来事

「精神病者」 をめぐる動き
「ルポ精神病棟」が朝日新聞に
じゅうぜんかい
て連載。十 全会病院事件。患者
への日常的な虐待の告発。病院
全体を巻き込む大闘争に発展。
福岡・中村病院事件。自殺した
患者にリンチの跡と思しき外
傷。
滋賀・水口病院事件。患者をリ
ンチし、深刻な後遺症を与えた。
国連で障がい者の権利宣言採択。

「ほっとスペース八王子」の前身で 赤堀さん４回目の再審請求。徳
ある「八王子・赤堀さんと共に闘 島・秋田病院事件。患者を保護
１９７６年
う会」が発足。毎年夏に赤堀さん 室で放置した挙句、不当に労働
と面会するなどの支援活動を行う。 させた。
赤堀さん４度目の再審請求棄
却。即時抗告が認められ、６年
１９７７年３月
後の５月、静岡地裁に差し戻し
となる。
あり
大阪・大和川事件。看護師によ
１ １ 月 に「 闘 う 蟻 の 会 」 が 発 足。る患者への傷害致死事件。厳し
１９７８年
ここも、のちの「ほっとスペース すぎる規則でも知られていた。
八王子」の前身団体となる。
イタリアでバザーリア法施行。
急性期以外の精神科病院を廃止。
１９８１年
国際障害者年。
「闘う蟻の会」会員の一部が「八王
子・赤堀さんと共に闘う会」に合流。
１９８２年
三里塚闘争（成田空港建設反対運
動）などの活動も行う。
１９８３年
７月、人吉事件の免田さん無罪。
宇都宮病院事件。患者への虐待
「八王子・赤堀さんと共に闘う会」
、のみならず、無資格診療、許可
三里塚闘争に（空港建設）反対同 のない解剖による脳収集など。
しんかん
１９８４年
盟分裂後初の参加。
社会を震撼させた。４月、香川・
財田川事件の谷口さん無罪。７
月、宮城・松山事件の斎藤さん
無罪。
「八王子・赤堀さんと共に闘う会」
、
三里塚闘争に会を挙げて参加。開
１９８５年
港 後 と は い え、 こ の こ ろ は ま だ、
運動は激しい時期だった。
「八王子・赤堀さんと共に闘う会」５月３０日、静岡地裁、赤堀さ
は年始早々本格活動開始。静岡地裁 んの再審を決定。静岡地検は即
近くに常駐し、マイクロバスで往復 時抗告したが、翌年３月、高裁
して交替しながらの活動。リレーハ により抗告棄却。
１９８６年
ンストは７２日間に及ぶ。再審決定
直前から公判終了までほぼ毎日、集
会や傍聴の日々。運動前に集まって
いた資金はほぼ底をつく。
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年 月

「ほっとスペース八王子」 の出来事
「精神病者」 をめぐる動き
赤堀さん仙台から静岡へ再び移管。精神保健法制定。精神衛生法から
静岡支援センター結成集会で「八 の改定となる。
１９８７年
王子・赤堀さんと共に闘う会」代
表の挨拶。再審決定後、裁判には
欠かさず傍聴。現在に至る支援団
体も。
「八王子・赤堀さんと共に闘う会」３１日、静岡地裁、赤堀さんに無
事務所が家宅捜索。３１日、多数 罪判決。いわゆる「四大冤罪事件」
１９８９年１月
の支援者と共に赤堀さんの無罪判 については、無罪判決となった。
決を迎える。
１９８９年２月

赤堀さん釈放。逮捕以来３４年に
およぶ拘禁生活に終止符。

１９８９年８月 赤堀さんが仙台に拘禁されていた
ころ、面会の帰りに寄っていた大
洗海岸に、無罪確定後初めて行く。
１９９０年１月「八王子・赤堀さんと共に闘う会」
代表イギリスへ。組織改編へ。
「八王子・赤堀さんと共に闘う会」
、
三多摩・刑法改悪、保安処分反対
１９９０年９月
実行委員会と協力関係に。
１９９３年２月「八王子・赤堀さんと共に闘う会」
の メ ン バ ー を 中 心 に、
「 ほ っ と ス 障害者基本法制定。精神病者がは
ペース八王子」の設立準備を開始。じめて障害者と位置づけられる。
６月、１１月に精神保健法の一部
１９９３年 「ほっとスペース八王子」始動。屋 を改正。精神分裂病を改称する動
外レクリエーションを主体とした き。
活動。
１９９４年２月「ほっとスペース八王子」、東京都、
八王子市と作業所開設のための交
渉に入る。
１９９４年５月「ほっとスペース八王子」初ボウリ
ング大会。
１９９４年８月 北富士キャンプ。このときのカレー
がものすごく辛かったとか。
１９９４年９月「ほっとスペース八王子」機関誌
「ほっと」創刊。Ｂ４の２つ折り４
ページでのスタート。
１９９５年３月「ほっとスペース八王子」の事務所、
自己資金で西八王子駅南口近辺の
台町に開所。
「ほっとスペース八王子」オープニ 精神保健福祉法が成立、７月施行。
ングセレモニー。朝日新聞社など
から取材され、アサヒタウンズに
１９９５年５月 掲載。初めての料理教室で会員数
増加。しかし参加者の一人が１０
月に自死。
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年 月
「ほっとスペース八王子」 の出来事
「精神病者」 をめぐる動き
１９９５年７月 「八王子・赤堀さんと共に闘う会」
の仲間の一人（平野さん）が入院
先で死去。
開所後初の夏キャンプ。助成金も 障害者プラン策定。
なく、高い参加費のわりにあまり
１９９５年８月
いい所へは行けなかった。
「ほっと」ニュース、第３種郵便
物認可。
１９９５年１０月 東京都社会福祉振興財団から助成
金決定。
「ほっとスペース八王子」
設立総会開催。
「ほっとスペース八王子」
、東京都
と八王子市から助成金決定。
「精
地域精神保健福祉施策
１９９６年４月
神障がい者」共同作業所Ｃランク
（専従職員１名の小規模作業所。
旧制度による）
１９９６年８月 作業所発足後初の夏キャンプ。助
成金のおかげで参加費がかなり軽
減された。
１９９７年４月 共同作業所として２年目、Ｂラン
ク（専従職員２名体制）にアップ。
桜咲く前のお花見。
「ほっとスペース八王子」でのカッ
お つ
１９９７年５月 プルが次々結婚するなか、同じく
結婚を控えていた乙 津さんが急
死。
１９９７年８月 「ほっとスペース八王子」
、地域労
働組合との合同キャンプ。外国人
労働者との交流も。
１９９７年１２月 開所以来初のクリスマス会。カッ
プル多数参加。
１９９８年３月 都内の患者会と交流研修第１回
目。
精神保健福祉士（ＰＳＷ）法施行。
１９９８年１０月 地域の労働組合との交流研修。芋
煮会など行う。
都内の患者会と研修交流の企画第
２回目。これをきっかけに「東京
１９９９年３月
『病者』地域ｈｏｔライン」がつ
くられる。
精神保健福祉法の一部改正。
（翌
１９９９年４月 「ほっとスペース八王子」
、Ａラン 年４月と２００２年４月に施行）
ク（専従職員３名体制）。現在の
八王子市八幡町に引っ越し。
２０００年５月 「ほっと」ニュースが５０号に達
する。特集は総会と沖縄研修旅行。
２０００年１１月「ほっとスペース八王子」設立以
来初の「健常者」専従職員を採用。
２００１年４月 専従職員「精神病者」１名、
「健
常者」２名体制で再出発。
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年 月
「ほっとスペース八王子」 の出来事
「精神病者」 をめぐる動き
２００１年９月 北海道研修旅行
２００１年１２月 「ほっとスペース八王子」初代代
表が勇退。
２００２年１月 なんたまの会・卓球大会優勝。 ３月、
「心神喪失等の状態で重大
２００２年６月 関東地区ソフトバレーボール大会 な他害行為を行った者の医療及
び観察等に関する法律」
（通称・
優勝。
医療観察法）閣議決定。６月、
２００２年９月 広島研修旅行で「がんぼネット」
同法案衆議院法務委員会審議。
とのふれあい。
２００２年１１月 「よさこいピック高知」全国大会 １２月、衆議院で採決、法案通過。
で銅メダル（ソフトバレーボール）
２００３年９月 沖縄研修旅行
障害者全国スポーツ大会「わかふ
「医療観察法」
、参議院で
じ大会」
（静岡県）ソフトバレー ６月、
２００３年１１月
採決、通過、制定。
ボ ー ル で 準 優 勝。 ２００２年～
２００４年にかけて、地区大会レ 新障害者プラン策定。
ベルでは、ソフトバレーボールで
入賞多数。
２００４年
ほぼ毎月のように平和運動への参 精神保健医療福祉の改革ビジョ
加。研修旅行はなし。夏キャンプ。ン（社会的入院の解消をめざし
た）
機関誌「ほっと」通巻１００号。２月、
「障害者自立支援法」が閣
（１０１号と合併号）足かけ１０ 議 決 定。 反 対 デ モ 多 数。 ７ 月、
２００５年４月
年での達成。春レクは河津桜とい 衆議院採決、通過。８月、参議
ちご狩り。
院で採決、否決されいったん廃
２００５年７月 「愛・地球博」
（愛知県）研修旅行。案に。１２月、参議院で再採決、
通過、制定。
２００５年９月 「ほっとスペース八王子」
、１０周 ７月、
「医療観察法」施行。
年記念パーティー。多数の参加者 １１月「精神保健福祉法」一部
で盛り上がった会でした。
改正施行。
（
「精神分裂病」が「統
２００５年１１月 韓国研修旅行。
合失調症」へ呼称変更。
）
「障害者自立支援法」廃止運動が
活 発 化。 法 内 移 行 せずにやって ４月、
「障害者自立支援法」部分
い く 決 意。
「 ほ っ と 」 １ １ １ 号、的施行。
１１２号で「ほっとイズム」特集。１０月、
「障害者自立支援法」全
２００６年
８月、「巨大恐竜博２００６」
（幕 面的施行。同月、精神保健福祉
張メッセ）
手帳の見直し。
（写真添付が盛り
１１月、韓国研修旅行。
込まれる）
このころには、望年会、花見、餅 １２月、国連総会で障害者権利
つきなど「ほっとスペース八王子」条約が採択。
の年中行事が固まってくる。
２００７年８月 「ほっとスペース八王子」の中心
的メンバーだったＫさんが死去。 ７月、障害者権利条約に日本が
（批准されたのは２０１４
２００７年１０月 「障害者自立支援法」１０．３０全 署名。
年１月承認）
国フォーラム
２００７年１１月 韓国研修旅行。
２００８年６月 東京・秋葉原の通り魔事件を受け
て、「ほっと」１２４号で特集が
組まれる。
２００８年１１月 韓国研修旅行。
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年 月
「ほっとスペース八王子」 の出来事
「精神病者」 をめぐる動き
２００９年５月 沖縄研修旅行。
８月、総選挙で民主党が地滑り
的大勝。９月、当時の厚労相が
２００９年７月 夏キャンプ（奥秩父）
「障害者自立支援法」の廃止を
２００９年８月 広島研修旅行。会員の和田さんが、
明言。
グループホーム内で孤独死。
２００９年１１月 韓国研修旅行。この年で一旦休止。
２０１０年４月 クーデター（？）発生。新体制に。
「ほっとスペース八王子」を二分す
る騒動に。
４月、医療費負担など福祉サー
２０１０年７月 夏キャンプ。残念ながらこの年限 ビスの一部無料化。
りに。
２０１０年８月 広島研修旅行。
東日本大震災。影響で帰宅できな
いメンバーも。不安な夜を過ごし
２０１１年３月
た。 福 島 第 一 原 発 で 壊 滅 的 被 害。
「ほっとスペース八王子」内でも反
原発運動に傾注する。
「ほっとスペース八王子」
、再度体
制が一新する。先鋭化は鳴りを潜 障害者基本法改正。
２０１１年４月
め、ソフトな組織になった。同月、
会員の八木さんが急死。
とうきょう会議総会で、和田さん
の死に関して執行部を糾弾。…が、
２０１１年７月
逆に「ほっと」１３７号の記事の
一部をベタ塗りすることに。
２０１１年８月 長崎研修旅行。
２０１２年４月 ＮＰＯ法人格を取得するために始
動。運営委員を廃止し、理事会が
発足。初代理事長に有川さん。
２月、障害者自立支援法廃止を
２０１２年７月 とうきょう会議総会で、和田さん 閣議決定。
「地域社会における共生
の死に関連して運営委員の一人が ６月、
の実現に向けて新たな障害保健
更迭。
福祉施策を講ずるための関係法
２０１２年８月 長崎研修旅行。
（通称・
２０１２年９月 「ほっと」１３９号にして、従来の 律の整備に関する法律」
障害者総合支援法）国会通過、
Ｂ５（Ｂ４二つ折り）から、
Ａ４（Ａ
成立。改正精神保健福祉法成立。
３二つ折り）サイズに。
「ほっとスペース八王子」
、ＮＰＯ
（特定非営利活動法人）格をついに
２０１２年１０月
取得。同時に、障害者総合支援法
に基づく法内移行を決意。
２０１３年２月～ 会員の一部が造反。６月、この騒 ４月、
「障害者総合支援法」施行。
動で、理事１名が解任される。
６月、
「障害者差別解消法」成立。
１０月、厚労省内「精神障害者
２０１３年４月 法内移行１年目の総会。ＮＰＯ法
人として再出発。徹夜で資料をま に対する医療を確保するための
指針等に関する検討会」におい
とめる羽目に。
「精神科病棟を居住施設に
２０１３年７月 解任された理事１名の補充に関し て、
転換する」案が提出。
て、臨時総会で承認。
２０１３年８月 長崎研修旅行。
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年 月
「ほっとスペース八王子」 の出来事
２０１３年１０月 年度始めから、この時までに、常
勤４名、非常勤２名が退職交替す
るという不安定ぶりを露呈。
２０１３年１１月 韓国研修旅行が３年ぶりに復活。
２０１４年２月 東京では５６年ぶりという空前の
積雪量を記録。そんな中、
「ほっ
とスペース八王子」は休まず開所。
２０１４年３月 箱根旅行。日帰り組と、１泊組混
成で実施された実験的旅行でした
が、おおむね好評でした。
２０１４年５月 ＮＰＯ法人発足後２度目の総会。
昼食会担当の非常勤職員が交替。
エスニックな料理がよりエスニッ
クに。
２０１４年８月 長崎研修旅行。
２０１４年９月 臨時総会で新理事１名承認。
２０１４年１２月 無事に望年会、餅つき、納会と終
わる年末だったのが、
「民意を問
う」という名目で不意打ちのよう
な時期に総選挙という想定外の出
来事が。
２０１５年１月 韓国研修旅行。
２０１５年３月 「ほっとスペース八王子」２０周
年記念ということで、記念行事と
記念誌の作成にとりかかる。
２０１５年５月 ＮＰＯ法人移行後３回目の総会。
（定期総会としては、通算で３１
回目になる）同月、エルシィ八王
子で２０周年記念パーティー。

「精神病者」 をめぐる動き

２０周年記念パーティー、お疲れ様でした。それから、参加者のみなさま、
本当にありがとうございました。
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あ と が き
２０周年記念誌編集委員

孫悟麺

２０周年で記念誌をつくるということになったので、各方面に原稿依頼
をしました。会員・元会員、元関係者、福祉関係者、はてはｆａｃｅｂｏ
ｏｋにいたるまで。
その結果、結構な数の原稿が集まりました。郵便物やメール、ｆａｃｅ
ｂｏｏｋ書き込みをそれこそ目を皿のようにしてチェックし、打ち込み、
エディターで編集して、写真入れて、細かい調整掛けたりルビ振ったりほ
かの人のチェックも入れて校正かけたり、そうやってようやくできたのが
この２０周年記念誌です。寄稿して頂いた皆様方、この場を借りて、再度
篤く御礼申し上げます。編集が大変だったのもさることながら、年表を編
つまび

集していて数々の医療機関の不祥事、精神医療関連の施策や法整備を詳ら
かに調べていくうち、吐き気がするほどの不愉快な記事をたくさん読む羽
目になりました。
２０周年という晴れの年にこれではいけませんね。
しかし、この２０周年記念誌を編集していてつくづく思ったのは、
「勿
体ない力」です。「がんばらなくていい」社会を標榜しているとはいえ、
自分も含めて、「数値化されない本来の自分の価値」に気づかない人の
い

か

如何に多い事でしょう。
社会は早急な結果ばかりを求めようとしています。そうしたギャップに
よって自分を出しきれない、やっぱり社会がどこかしら間違っているので
す。でもそんなこともここだから書けるわけですし、独りで戦えるとも思
わないし、まず戦おうとは思いません。今の自分の状態はチャンス待ちで
す。だいたい言いたいことは本文に書いてしまったので。
ただあと一つだけ書くとすれば、「弱肉強食」は人類社会に使うには不
適当です。あくまで自然界における事象で、自称強者の方便にも正当化に
もなりません。
本文ですが、一部の句読点や明らかな誤字などをのぞけば、送られてき
た原稿をそのまま掲載しています。
ご了承ください。
最後に（といってもこのあとさらにまだ編集後記がある）
、読んでくだ
さった読者の皆様方に篤く御礼申し上げます。
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編

集

後

記

・予定の期日を大幅に過ぎての校了となりました。言い訳のしようも
ありませんし、ある意味、環境に甘えていたかなという思いも持って
います。しかし今の自分の現状も「これ以上がんばれない」といえば
そうです。よく「自分で限界を決めるな」といいますが、限界以上の
ことをして抜け殻になった人を社会は受け入れてきたでしょうか。
「社
会のせいにするな」とか「甘えるな」という自己責任論からはそろそ
ろ脱却する時期に来ているのでは、と思います。最後までこんな文に
なってしまいましたが、今後は「ほっと」ニュースで。

（孫悟麺）

・開設２０年経って、ますます我々精神病者にとって住みづらい世の
中になっているし、これからもっと住みづらくなりそうだ。精神病者
同士が団結する術もない状態、細々とした患者会活動の集まりが望ま
れます。闘う患者会の再建を！

（安兵衛）

「ほっとスペース八王子」 の成人式
…まだまだこれからだ
― 「ほっとスペース八王子」 ２０年のあゆみ ー
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