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知的障害とビロング#
インクルーシブな国際交流を通して

by Liz Tilley, Hiromi Moriguchi, Ian Davies, Liz Ellis, Sara Ryan, Jan Sunman, 
Jan Walmsley, Marin Fujino, Chie Kasahara, Azusa Omori, Shun Omori, Hiromi Tanaka

英国/日本ネットワーク
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2019年、新たな日英研究ネットワーク構築のための助成
金を受けた。私たちの目的は以下の通りである。

•	 日英の知的障害者とその家族介護者の暮らしについて共有する

•	 「ビロング」について知的障害者や家族介護者と話し合う

•	 イギリスと日本でどのようなセルフアドボカシーとファミリー
アドボカシーの活動がなされているかをさらに学ぶ

•	 インクルーシブリサーチがどのように異なる国の人々の暮ら
しについてより理解するのを助けるかを議論する

このチームには日英の知的障害者、家族介護者、研究者が含まれている。

私たちは2019年にそれぞれ５日間にわたる２つの「研
究交流」を通じてネットワークを構築した。

私たちは定期的にメールで連絡を取り続けた。

イントロダクション
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チームメンバー

日本チーム

イアン・デイビス：
セルフアドボケイト、ノー
サンプトン州ピープルファ
ーストの設立メンバー

藤野真凜：
ファミリーアドボケイト、同志
社大学の博士課程学生

サラ・ライアン：
ペアレントアドボケイト、オッ
クスフォード大学の研究者

森口弘美：
天理大学の研究者

リズ・ティリー：
オープン大学の研究者、知的障
害の社会史研究グループの代表

大森駿：
セルフアドボケイト、i-LDK（
超大学）メンバー

ジャン・サンマン：
ペアレントアドボケイト、オック
スフォード州ファミリーサポー
トネットワークの設立メンバー

大森梓：
ペアレントアドボケイト、i-
LDK（超大学）設立者

ジャン・ウォームズリー：
オープン大学の研究者、知的障害
の社会史研究グループの創立者

田中弘美：
武庫川女子大学の研究者

リズ・エリス：
ハイランズアンドアイラ
ンズ大学の研究者

笠原千絵：
上智大学の研究者

他にも多くの人々が本プロジェクトに貢献した。彼らの支えを嬉しく思う。

イギリスチーム

名前はレポートの最後に記した。
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プロジェクトを通して学んだこと
このプロジェクトは２つの異なる国と文化の知的障害者とその介護者の
暮らしについて学ぶことのできるユニークな機会であった。

私たちはプロジェクトを通してたくさんのことを学んだ。最も重要だと考
えたのは次の点である。

「ビロング」の理解
「ビロング」を日本語に訳すことは簡単ではなかっ
た。直訳できる言葉がないからである。

最も近い言葉は「所属」であるが、それはグループの
メンバーの一員であることを意味している。

日本では、グループの一員であること（所属）を感じ
ることが重要である。しかしこれはネガティブな感情
ももたらしうる。グループの一員であることは、制限
または、社会的な圧力となり、自分に合った多様なラ
イフスタイルを選ぶことを難しくさせることもある。

BELONG
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日本チームは、知的障害者が「所属」
ではなく「ビロング」の意味を自分た
ちのものにできるかどうか、さらな
る検討をしたいと考えている。

私たちはライフストーリーがビロングを
理解するのに役立つ素晴らしい方法にな
ると考えるようになった。それはイアン・
デイビスが社会福祉を学ぶ学生や他の
知的障害者の前で彼のライフストーリー
を発表したことでわかったことである。

日英両国において「ソーシャルインクルージ
ョン」は過去20年間主要政策とされてきた。

実践におけるソーシャルインクルージョンは、
人々を仕事に就かせることを重視し過ぎてお
り、彼らの生活の他の部分を軽視している。

私たちはソーシャルインクルージョンの本来
のビジョンに立ち戻る必要がある。「ビロン
グ」の概念はそのための一助となるだろう。

知的障害者はこうした議論の中心に存在
しなければならない。インクルーシブリサ
ーチのように、彼らの参加をサポートする
良い方法を見つけることが必要である。

知的障害者をめぐって、日本とイギ
リスの共通点と相違点は何か？

日本では、基本的なニーズを満たすた
めに知的障害者や介護者がそれほど懸
命に戦う必要はないことがわかった。

日本の福祉サービスの供給はイ
ギリスと比べると豊かであり、必
要な時にアクセスしやすい。

知的障害者の多くが賃金の得られる仕事に
就いているが、これが必ずしも障害年金等
の受給資格に影響を与えるとは限らない。

しかしながら、全ての作業が日本の知的
障害者にとって「良い」作業ではなく、十分
に給料が支払われていないこともある。
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セルフアドボカシーは日本においては十分成功しているとは言えない。そ
の理由は以下の通りである。

•	 セルフアドボカシーに関する西洋の考えは、多くの場合、個人に焦
点を合わせている。「自分のために声を上げる」「自分の権利を行
使する」「自分のことを自分で決める」など。しかし日本では、自分
の欲求やニーズを主張するのは難しい場合がある。人々がそれを
受け入れがたいと感じたり、利己的であると考えたりするためであ
る。これは知的障害の有無に関わらず、すべての人に当てはまる。

•	 日本では人々の基本的なニーズは満たされているた
め、社会や制度と戦う理由が少ないことが考えられる。
セルフアドボカシーは、人々が変化を求めて必死にな
っているときに発展が促されるという面もある。

•	 社会的なつながりと「朝起きる理由」を提供するためにセ
ルフアドボカシーに関わる人たちもいる。日本では多くの
知的障害者が働いているため、セルフアドボカシー活動に
参加する時間（及び動機）が少ないのかもしれない。

この交流は、知的障害者、家族介護者、研究者
たちが日本におけるセルフアドボカシーの今
後の役割について考えるきっかけとなった。

日本の知的障害者には、中学や高校を卒業して
から教育を受ける機会があまりない。日本でセ
ルフアドボカシー活動を支援している人たちは、
もっと教育を受けることがセルフアドボカシーを
促進させるための良い方法だと考えている。大
森梓や大森駿が取り組むi-LDK（超大学）は、セ
ルフアドボカシーのスキルを育成するさらなる
教育とサポートを提供する一つの試みである。



7

イギリスチームは、本人の生活をより良くする
ために変化を起こそうとしている日本の家族
介護者に会った。彼らは本人のために、イギリ
スの家族と同じようなことを望んでいた：

•	 彼らが何をするかの選択
•	 安全で質の高いサポート
•	 高齢化する介護者への支援

私たちは日本の障害者とその家族が抱える
問題の多くが、イギリスの農村地帯で生じて
いる問題と似ていることに気づいた。

•	 日本とイギリスの農村地帯では、障害者と
介護する人が高齢化しており、親亡き後
に誰が障害者を支援するのかという不安
がある。

•	 こうした地域で保健、社会サービス従事
者を確保することは難しく、それは福祉サ
ービスが制限されていることを意味する。
つまり、これは日本とイギリスの農村地帯
に住む障害者には、アクセスできるサービ
スの選択肢があまりないことを意味して
いる。

先進的な取り組みからの学び
•	 日英両国で革新的かつ刺激的で思いやり
のある素晴らしい実践を見た。

•	 イギリスチームはたんぽぽの家とGood	
Job！センターの活動にとても感動した。
そこで作られた芸術作品は、壮観で興味
深く、知的障害のある人の強みと才能を
示していた。だが悲しいことに、これらはし
ばしば見落とされたり、無視されたりして
いる。

•	 日本チームはイエローサブマリン（オック
スフォードにある就労支援を行う団体）と
マイライフマイチョイス（セルフアドボカシ
ー団体）の自信に満ちたセルフアドボケイ
トたちに感銘を受けた。

•	 これらは次の疑問を生じさせた。すなわ
ち、私たちは良いものからどのように学べ
るだろうか。各地に点在する先進的な取
り組みを特定し、さらにそれを発展させる
のに役立つ研究方法はどのようなものだ
ろうか。

国際的なインクルーシブリサーチ
•	 私たちはインクルーシブリサーチを行うこ
とが可能だということがわかった。

•	 インクルーシブリサーチのためには、お互
いを知り、楽しむための時間はとても重要
だった。これはチーム内の信頼と自信を高
めるのに役立った。

•	 多様なメンバーで構成されたチームはプ
ロジェクトの成功のために重要であった。
文化を越えて知的障害者とその家族介護
者のことを学ぶ機会が与えられた点も大
事であった。

•	 イアンのために予約したトラベル・アシス
タンスのおかげで、チーム全体が助かっ
た。日本にとても温かく迎えられたと感じ
た。

•	 私たちは様々な方法でお互いを支えあっ
た。日本では、大森駿が乗るべき電車と時
間を確認してくれた。彼がいなければ私た
ちは道に迷っていただろう。

•	 活動をとおしてインクルーシブリサーチ
の力が発揮され、それがどのように自信と
スキルの構築に役立つかが明らかになっ
た。日本チームのメンバーは、インクルー
シブリサーチはセルフアドボカシーにつな
がっていく可能性があると述べる。

•	 通訳者の役割は極めて重要であった。会
議やセミナーの前に、準備に時間をかけて
くれたことに敬意を表したい。
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イギリスでの交流の詳細
2019年9月、イギリスでの交流はロンドン、オック
スフォード、ミルトンキーンズで行われた。

９月７日（土）、８日（日）： 
ロンドン観光
プロジェクトをスタートするにあたり、顔合わせをする時間となった。	
週末をロンドンで過ごすことで、お互いを知り、一緒に楽しむことができた。

バラマーケットで昼食を取り、その後サウス・バンクをテート・モダン美術館に向かって歩いた。
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9月9日（月）： 
オックスフォード

イエローサブマリンを訪問。イエロ
ーサブマリンは、知的障害者や自閉
症の人たちが人生をよりよく生きる
ためのサポートをする非営利団体
である。

若者の就職支援をしているイエロ
ーサブマリンの仕事について話を聞
き、知的障害者がスタッフとして働
くイエローサブマリンカフェで美味
しいケーキをいただいた。

その後、オックスフォード大学のラドクリフ・ヒ
ューマニティー・ビルディングで会議を行った。

プレゼンテーションをした人たち：

•	 オックスフォード州のケア提供者協会の最
高責任者である　エディ・マクドウォール。

•	 地元のサービス提供者であるスタイルエ
ーカーのクリス・イングラム（最高責任者）
と３人の代表者であるレイチェル・ナップ、
ダニエル・オーピン、グレース・ケリガン。

•	 オックスフォード州ファミリーサポ
ートネットワークで活動している発
展介護者のキャシー・リデル。

イングランドの知的障害者への福
祉サービスやオックスフォード州の
生活支援体制について学んだ。

オックスフォード大学のガイド付きツ
アーの後、伝統的なオックスフォードの
パブで夕食を取り、一日を終えた。

9
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大森一家はi-LDK（超大学）
の活動について発表。

田中弘美は、政策立案におけ
る参加について発表。

「ビロング」についてのアイディアとそれが
何を意味するのかについて話し合った。

「Embolden」と題された高齢
介護者のエキシビジョン。

終了後、MKホテルでともに夕食を楽しんだ。

9月10日（火）、11日（水）ミルトンキーンズ： 
オープン大学における2日間のセミナー

2日間で、イギリスのセルフアドボケイト、家族介護者、
研究者によるプレゼンテーションを実施。

また、日本のペアレントアドボカシーと日本の社会政
策についてのプレゼンテーションも行われた。

プレゼンテーションの３つのメインテーマ：

•	 家族と知的障害者のセルフアドボカシーが
「ともに活動する」ことについて

•	 インクルーシブリサーチについて
•	 ビロングをサポートするためのコミュニティ活動について

10
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日本での交流の詳細
日本での交流は2019年11月に大阪、兵庫、奈良で実施。

11月1日（金）

大阪の支援センターさくらの通所事業所とグループホー
ムを訪問。レスパイトケアのサービス提供や、「スワン」とい
うベーカリー＆カフェも運営されており、カフェで美味し
い昼食ととった。スワンは日本で全国展開するフランチャ
イズであり、全ての店で知的障害者がスタッフとして働い
ている。

午後は神戸大学に移動し、津田英二教授によるプレゼン
テーション。

津田氏は日本のセルフアドボカシーの歴史について発表。
私たちはなぜ日本でセルフアドボカシーがそれほど発展し
なかったのかについて話し合い、これは今後変えられるの
ではないかと考えた。

その後、「よるあーち」に参加。これは津田氏が大学で設立
した、知的障害者と仲間たちのための場である。集った人
々は音楽、ダンス、芸術活動を楽しんでいた。
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11月2日（土）

奈良のGood	Job！センター香
芝でセミナーを実施。

センターの利用者とスタッフが彼らの
日本での暮らしについて話した。

イアン・デイビスは自身のライ
フストーリーを発表。

ジャン・サンマンはオックスフォード州ファミリ
ーサポートネットワークの活動について発表。

Good	Job！カフェとショップを訪問。そこで活動している知
的障害者がデザインし、作った美しい製品（おもちゃ、陶器、衣
服、芸術品など）がショップで販売されていた。建物自体も素
晴らしく、建築の賞を受賞しており、とても刺激を受けた。

難波での素晴らしい食事で１日を締めくくった。

大森駿は昼食の時間に、お好み焼きパフォーマンスを行った。

藤野真凜は日本における知的障害者のおかれた現状について発表。

松本理沙は、日本における障害者のきょうだい活動について発表。
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11月3日（日）

奈良を観光。

8世紀に建てられた有名な東大寺を訪
れ、僧侶に案内してもらった。

東大寺では障害児によって作られた芸術品の展示もさ
れており、東大寺がどのようにすべての人々のためのイン
クルージョンを促進してきたかという説明を受けた。

奈良の伝統的な日本食の店で昼食をとった。
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NARA
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11月4日（月）

大阪大学でセミナーを実施。大森駿と笠原千絵が共同で司会
を務めた。日本チームはイギリスのセミナーで司会を務めるイ
アン・デイビスを見て、大森駿はこの役割を引き受けた。

プレゼンテーションの内容はインクルーシブ
リサーチに関するものが主だった。

•	 森口弘美は中西正繁とともに行っている活動について話した。
•	 リズ・エリスは、自身の博士論文の研究である家族とコミュニティ
に関する関係について発表。

•	 ジャン・ウォームズリーとリズ・ティリーはイギリスのインクルーシ
ブリサーチの実践例について発表。

•	 ほんまなほは、知的障害に限らず、分野を越えて研究者とのつなが
りをどのように築くことができるかを考えることを提起。

•	 サラ・ライアンはビロングについて発表。

日本語の「障害」という言葉が日本語では害や障壁
という考えに近いということがわかった。

その日は、難波で食事をして締めくくった。
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11月5日（火）

最終日は2グループに分かれた。

リズ・ティリー、ジャン・ウォームズリー、
イアン・デイビスは天理大学を訪問。

イアンは社会福祉学科専攻の学生たちに彼のライ
フストーリーを発表。イアンのライフストーリーは、
学生たちが「ビロング」が日本語の文脈でどのよう
なことを意味するのかを考える手助けとなった。

リズ、ジャン、イアン、森口弘美、大森駿、大森梓は
天理大学の副学長と会談。プロジェクトとそれに
よって何を学んだか、そしてこのネットワークを生
かして次に何をすべきかについて話し合った。

リズ・エリス、ジャン・サンマン、サラ・ライア
ン、そして藤野真凜は、藤野の弟が通う農
村地帯の障害者通所施設「御所園」を訪
問。そこで提供されている福祉サービスの
ポジティブな点は次のとおりである。

•	 知的障害者たちが様々な仕事をしていた
•	 パンやクッキーを作っている人
•	 野菜を育てている人
•	 織物を織っている人
•	 同じ法人の別の施設では、家族のレスパイ
トのためにショートステイを提供していた

しかし重度の知的障害者が興味を持って行える
活動は十分ではないことにも気づいた。彼らは毎
日通い、支援者とつながれる場所があるので、安
全が保障されていると思われる。しかし、それは必
ずしも彼らがコミュニティの中にインクルードさ
れているということを意味しない。日本の多くの就
労支援事業所も同じような問題を抱えている。

最後に知的障害者とスタッフが活動し
ている「たんぽぽの家」を訪れた。

たんぽぽの家はアートを生かした生
活の向上に取り組んでいる。

私たちはカフェでコーヒーとケーキをいた
だき、それからアートスタジオを訪れた。

刺激的で高揚感のある経験であった。

私たちはどこでどのように美しいアートとデザ
インを作っているのかを見ることができた。

私たちは、イギリスもたんぽぽの家の
ような場をもっと必要としているとい
うことについて意見が一致した。

16
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TANPOPO-NO-YE
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参加者及び協力団体リスト

エディ・マクドウォール（オックスフォード州ケア提供者協会）
クリス・イングラム、レイチェル・ナップ、ダニエル・オーピン、グレース・ケリガン（スタイルエーカー）
キャシー・リデル（オックスフォード州ファミリーサポートネットワーク）
イエローサブマリン、オックスフォード
洋子・メイヤー
ノエル・マコーマック
メラニー・ニンド
カリー・マーシャル
マイライフマイチョイス
ノーサンプトンシャー州ピープルファースト
リズ・ウィルソン（ディメンション）
ウェンディ・バート（ディメンション）
ゲイリー・ブレット
ベルコウィッツ・メリサンダ
蟹江みお

支援センターさくら、グループホーム
津田英二（神戸大学）
Good	Job！センター香芝
たんぽぽの家
ほんまなほ（大阪大学）
松本理沙（金沢大学）
中西正繁
鈴木正子（PandA-J）
太田啓子
松田美紀
深谷弘和と彼のクラスの受講生（天理大学）
ゆうせいチャレンジド株式会社
志村学園特別支援学校
板橋セーフティー・ネットワーク
東京YWCA設立のグループホーム
森本公穣（東大寺庶務執事）

そして通訳のドリー・トンプソンと市村萌に深くお礼申し上げる。
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日本


