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第1章

｜ 地域ケアサービス推進事業概要

（３）「ボーダレス・アートミュージアムＮＯ - ＭＡ」について
滋賀県近江八幡市の重要伝統的建造物群保存地区にある、昭和初期の町屋を改築した
美術館です。社会福祉法人グローが運営しています。この美術館の特徴は、障害のあ
る人と現代アーティスト等の作品をともに見せることです。人が表現することは、障
害のあるなしに関わらず誰にも共通していることを感じていただき、「障害者と健常

（１）目的と研究方法について

者」をはじめ、様々なボーダー（境界）を超えていくという実践を試みています。こ
うした場であるからこそ、今回のような芸術鑑賞会を開催する最初の場として適当と

○ 目的

考え、NO-MA の企画展を活用しました。

「平成31年度障害者地域生活移行促進事業 地域ケアサービス推進事業」
（滋賀県補助

※本文中の略称について

NO-MA……ボーダレス・アートミュージアム NO-MA

事業）の一環として、誰一人取り残さない共生社会づくりに向けて、芸術鑑賞会をき
っかけに、障害のある人の様々な場面へのアクセシビリティの向上と合理的配慮の進
展につなげていくことを目的としています。
鑑賞会の企画過程で浮上したニーズに対応し、必要な支援や配慮を実践し、それを広
めることで、芸術のみならず、さまざまな場面へのアクセシビリティの拡充をねらい
としています。
○ 研究方法
高次脳機能障害、盲ろう、発達障害・軽度知的障害、それぞれの障害のある人を対象
とした芸術鑑賞会を開催しました。企画段階から障害当事者や支援者にお話を聞きな
がら鑑賞会を組み立て、支援者の協力を得て実施しました。実施した鑑賞会について
参加者の評価をもとにアクセシビリティの拡充における成果と課題を考察しました。
芸術鑑賞会の開催にあたっては、ボーダレス・アートミュージアム NO-MA（滋賀県

ボーダレス・アートミュージアム NO-MA

近江八幡市）の企画展を活用しました。
なお、できるだけ障害がある人もない人もともに楽しめる鑑賞会とすることで、自然
に相互理解が生まれる場とすることにも努めました。

（２）本書における「アクセシビリティ」について
アクセシビリティとは、高齢者や障害者なども含めたあらゆる人の、情報やサービス
へのアクセスのしやすさという意味で使われるのが一般的です。
しかし、本書においては、
「平成31年度障害者地域生活移行促進事業

地域ケアサー

ビス推進事業」の要綱にならい、障害のある方の社会参加のしやすさという意味で使
っています。
八幡堀の風景
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第2章

第１節

｜ 障害のある人と楽しむ芸術鑑賞会
高次脳機能障害の人と楽しむ芸術鑑賞会

（３）鑑賞会実施までの流れ

1

聞き取り

滋賀県高次脳機能障害支援センターの相談支援員に、当事者とその家族が置かれ
ている状況について聞き取りを行いました。

（１）高次脳機能障害について
高次脳機能障害は脳の損傷が原因で、認知機能に起こる障害です。
主な症状は記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害の4つがあります。
記憶障害……………物の置き場所を忘れる。新しい出来事を覚えられない。同じことを繰り返し質問する。
注意障害……………ぼんやりしていて、ミスが多い。２つのことを同時に行うと混乱する。
作業を長く続けられない。
遂行機能障害………自分で計画を立ててものごとを実行することができない。
人に指示してもらわないと何もできない。約束の時間に間に合わない。

聞き取りで確認できた主なことは次の通りです。
① 高次脳機能障害の当事者の多くが日中活動場所や日中の居場所を求めている。
② 高次脳機能障害のある本人とともに常に過ごしている家族もおり、目が離せない状態。
③ 周囲の理解がないなどの理由でストレスを抱えていたりする人も多く、本人と離れた時
間を過ごしたい、同じ状況の家族と話したいなどのニーズがある。

必要なのは「安心できる空間、周囲の理解がある状況」ということで、挙げられ
たニーズや実態を中心に、高次脳機能障害のある人と楽しむ芸術鑑賞会の企画内
容や鑑賞会における工夫や配慮について意見交換しました。

社会的行動障害……興奮する、暴力を振るう。思い通りにならないと、大声を出す。自己中心的になる。
（国立障害者リハビリテーションセンター HP 引用）

高次脳機能障害は見た目ではわかりにくく、気づかれにくい障害です。例えば交通事故
で頭部を損傷し、外傷は完治したため退院したが、その後、今までより怒りっぽい、自
己中心的になったなどの行動が、脳損傷が原因のこの障害であるということもあります。

現場実習

当事者に接し、それぞれの状況を知ることで適切な工夫につなげられるよう、こ
の企画を担当する職員2人がそれぞれ3日間、滋賀県高次脳機能障害支援センター
と滋賀県立むれやま荘で現場実習をしました。実習では、当事者の他、言語聴覚

（２）鑑賞会の概要
NO-MA 企画展「忘れようとしても思い出せない」を会場に、高次脳機能障害のある
人、また、ともに芸術を楽しみたい人が集う芸術鑑賞会を開催しました。
「高次脳機能障害の人と楽しむ芸術鑑賞会」
日時：8月17日 ( 土 ) 13:30～15:00

2

会場：NO-MA、奥村家住宅

参加者：15人（うち当事者8人）
鑑賞会は前半と後半の二部構成で行いました。前半は、NO-MA 学芸員による作品解
説。後半は、選べる３つのアクティビティとして「制作体験」
、
「NO-MA フォトジェ
ニック！」
、
「お茶の時間」の中から好きなものをそれぞれ選んでもらいました。
最後は、参加者全員でお茶を飲みながら交流しました。アクティビティで制作したぬ

士等有資格者を含む支援現場の職員に聞き取りをし、アクセシビリティの拡充に
向けた鑑賞会を企画するうえで、その経験を参考にしました。

3

チラシの確認

当事者に情報が伝わりやすいチラシを作成するため、滋賀県高次脳機能障害支援
センターと滋賀県立むれやま荘の協力のもと、鑑賞会のチラシの文字の大きさや
ルビなど、わかりやすさ、見やすさという視点から確認してもらい、アドバイス
に沿って修正を進めました。
ポイント：情報量を少なくする。ルビを振る。

りえや写真を披露し、アンケートに答えていただき、鑑賞会を終了しました。
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（４）鑑賞会の特徴
学芸員との打ち合わせ

当事者等への聞き取りや現場実習で得た内容を基に、作品解説の内容や配布する
「鑑賞会ガイド」について NO-MA 学芸員と打ち合わせを重ね、高次脳機能障害
の人も楽しめる内容にするための工夫について検討し、準備を進めました。

○ 鑑賞会ガイド
記憶障害に配慮し、鑑賞した作品や作者の情報をその場で聞くだけでなく、見て確認
できるように、持ち歩きできる「鑑賞会ガイド」（次頁に写真）を準備しました。
内容は、簡潔な文章にして、箇条書きにしました。
○ わかりやすい作品解説
注意障害や情報処理速度の低下に配慮し、展覧会に出展している全作者を紹介するの
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広

報

① むれやま荘、滋賀県高次脳機能障害支援センターへの広報
 高次脳機能障害当事者や関係者に鑑賞会の情報が伝わるよう、情報共有をお願
いしました。
・滋賀県内の福祉の魅力を発信するウェブサイト
「SHIGA-FUKU」（http://careservice-shiga.com/）に掲載
・NO-MA フェイスブックに掲載
③ 鑑賞会チラシの発送
 鑑賞会のチラシを滋賀県内の高次脳機能障害の当事者団体や受診対象としてい
る医療機関の他、美術館、図書館等に発送しました。また、医療機関への送付
にあたっては、予め電話連絡をして内容を伝えるとともに送付部署の確認を
し、適切な部署に届くよう努めました。

能障害は症状による個別性が高く、また、記憶障害などの症状があっても高度で専門
的な情報に興味がある人もいるため、わかりやすい表現を使いつつ、内容は通常学芸

○ メモリーノート
自分の思いや考えをすぐに記録できるように、メモリーノートを用意しました。メモ
リーノートは、記憶障害を補う手段の一つです。主にメモ帳、日記、スケジュール帳
等の形を取ります。
○ 選べるアクティビティ
鑑賞後の体験として、3つの活動を用意しました。「制作体験」と「NO-MA フォトジ
ェニック！」は、楽しめるだけでなく、失語症など言語表現が難しい人もアートを通
して表現できる機会となることを意識して実施しました。また、アクティビティに参
加したくない人、疲れてしまう人もいることを想定して、最後に全員が参加する「お

部内打ち合わせ

お茶の時間や作品・感想・意見を紹介するときにお互いを名前で呼べるように、
また記憶障害のある人も心配せず他の参加者の名前が分かるように、当日、受付
で名札シールを配布する等、具体的な内容を詰めました。
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進めることとし、わかりやすいように文章を区切って話しました。一方で、高次脳機

員が行う解説と同等の専門性をもつものとして行いました。

② 鑑賞会の情報をウェブサイト、SNS で発信

6

ではなく、3人の作者に絞って鑑賞しました。学芸員の解説は鑑賞会ガイドに沿って

茶の時間」に最初から参加することも選択肢の一つとして設定しました。
①  
「制作体験」
：出展作家である西村一幸さんの『ピラカンサ』のぬりえ（次頁に写真）
②  
「NO-MA フォトジェニック！」：NO-MA の館内もしくは敷地内で「芸術だ」と
思う部分の写真撮影（展覧会の常設ワークショップを活用）
③  
「お茶の時間」：お茶を飲みながら鑑賞会について話すなど、ゆったりと過ごす時
間を設定
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（５）参加者の声

○ アンケート
自由記述ではなく選択できる項目を多くしたほか、チェックボックスを見やすくし、
アンケートに答えやすいように工夫しました。

アンケート回答者：11人（当事者8人、支援者2人、ご家族1人）
○ NO-MA へのアクセス
「交通手段がない」
、
「行くためには準備や練習が必要」などの課題が挙げられ、その対
策の一つとして、駅までは自力で来られる人を対象に、NO-MA の最寄り駅である近江

［質問］この鑑賞会に参加しようと思われたきっかけは何ですか？（複数回答可）

八幡駅から送迎をしました。今回は、NO-MA という場を知ってもらうことを最優先し、

本展覧会に興味があった……………………………………………………………………3

場所を知ることで再び来ていただくきっかけとなると考え、送迎をすることとしました。

鑑賞会のプログラムに興味をもった………………………………………………………1
NO-MA に興味があった… …………………………………………………………………2

○ ルビ振り

高次脳機能障害のある人と話したい………………………………………………………1

チラシ、鑑賞会ガイド、アンケートの文章にルビを振りました。「ルビあり」と「ルビ

暇つぶしに……………………………………………………………………………………0

なし」の2種類を用意し、好きな方を選択できるようにしました。

誘われた………………………………………………………………………………………2
行くように勧められた………………………………………………………………………5

○ 事前レクチャー

その他…………………………………………………………………………………………1

高次脳機能障害そのものを知りたい参加者のため、鑑賞会前に高次脳機能障害につい
てのレクチャーを滋賀県高次脳機能障害支援センターの相談員を講師として設定しま

［質問］今後どのような鑑賞会に参加してみたいですか？（複数回答可）

した。しかし、参加締め切りの前日になっても受講希望者がいなかったため、今回の

高次脳機能障害のある人と気軽に話せる…………………………………………………2

実施は見送りました。

ひとりで参加して楽しめる…………………………………………………………………3
家族・知人と一緒に参加できる……………………………………………………………4

【鑑賞会終了後】

展覧会や作品についてわかりやすく知れる………………………………………………3

レポートを NO-MA フェイスブックに掲載。

制作できたり、体験できたりする…………………………………………………………3

高次脳機能障害のある人とともに芸術を楽しめる環境がより一層広がり、当事者の方

ゆっくりできる………………………………………………………………………………3

に今回の取り組みについて知っていただけるように、鑑賞会の様子や工夫した特徴な

会場へ行きやすい・交通の便が良い………………………………………………………2

どの情報をレポートという形で NO-MA フェイスブックに掲載しました。

もう鑑賞会には参加したくない……………………………………………………………0
その他…………………………………………………………………………………………0
•楽しかったです。ありがとうございます。［当事者］
• NO-MA をもっと世間に知れわたるようにできればいい。［当事者］
•滋賀県内でもっと交流会をしてほしい。

…

いろいろな方と接して、自分も前に進みたいです。［当事者］
•次回も参加してみたい（無料なら）［当事者］
•とてもいい空間を準備していただき、ありがとうございました。［支援員］
鑑賞会ガイド
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西村一幸さんの『ピラカンサ』のぬりえ
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（６）考察
高次脳機能障害への理解があり、当事者や家族が安心できる場となるよう企画した鑑賞
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ど、実はそうではないというのを実際現場に
いる自分たちがいち早く感じ取れる。本人が
社会に戻り自宅に帰るまでの間にどこまで評
価をして訓練をするか。これはできるけどこ
れはちょっと難しいからこういうふうに手助
けしたらできるというようなことをいっぱい
学ばせてもらい、たくさんの症例を経験させ

インタビュー

｜ 佐藤有美（おさだファミリークリニック 医師）

佐藤有美（さとう・ゆみ）さんは近江八幡市にある「おさだファミリークリ
ニック」の神経内科の医師です。京都の病院で勤務され、その後、神崎中央
病院で回復期リハビリテーション病棟の専門医をされていました。現在は、
診療所の医師として認知症や高齢の方の外来を中心とした診療やリハビリテ
ーションを行うと同時に、高次脳機能障害の対応に取り組んでおられます。
（令和元年7月6日

おさだファミリークリニックにて）
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おさだファミリークリニック

はない方も支援を必要としているわけだし、

先生が目指す「地域のクリニック」

長く診られる環境はすごく必要だと思いま
す。病院では、回復期にリハビリテーション
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を毎日行えるので、しっかりとした評価もで

ので、どこまでできるかわからないですけど、

きるし、ぐっと調子を上げていけるというこ

紹介や情報をもらったら何かしたくなるじゃ

とと、回復期を過ぎると、次の段階をコーデ

ないですか。そういう中で、またあれこれ首

ィネートさせてもらえることもあって、それ

をつっこみつつ、診療していこうと思います。

はすごくやりがいがありました。でも、その

盲ろうの人と楽しむ芸術鑑賞会

（１）盲ろうについて
盲ろう者とは、目（視覚）と耳（聴覚）の両方に障害のある人のことです。

最終目標は患者会？

障害の程度は各々に異なっており、大きく次の4つに分けられます。

あとは、もっと一緒にしていく仲間がほしい。

も、患者さんが増えてきたら、同じように抱

全盲ろう

……………… 全く見えなくて、全く聞こえない人

まずはクリニックの中で、理学療法士さんだ

えている悩みや、逆に、
「こんな楽しいことが

全盲難聴

……………… 全く見えなくて、少し聞こえる人

って高次脳機能障害の方を診られていいと思

あるよ」というのを共有できるような患者会

弱視ろう

……………… 少し見えて、全く聞こえない人

うんですよ。別に評価をしてくれということで

ができたらいいなと思っています。

はなくて、この人は高次脳機能障害の人だか

というのも、京都にいたときに失語症の患者

弱視難聴

……………… 少し見えて、少し聞こえる人

ら、例えば歩行のときにこういうことに気を付

の会があって、その人たちに助けてもらった

けてあげたらいいとか。そこに思いが行くのと

ことがあります。当時、若い30代の失語の患

行かないのとで雲泥の差がある。高次脳機能

者さんを診ていたのですが、麻痺もあって、

障害だけじゃなくて認知症もそうだし、高齢

患者さん自身がすごく落ち込んでいました。

の方も一緒だと思うんです。みんな人なので。

どんなに親身になって私が対応したとしても、

多くの方が人生の先輩なので、そこは敬意を

同じ経験をした人からの対応があるのとは違

持って、否定はしたくないと思っています。

います。回復期を経過して生活をしていた失

自分がおばあちゃんになったときに自分より

語症の人が通院に来ていたので、
「ちょっと会

若い医者から「おばあちゃん」とか言われた

ってくれへん」と頼んで、そこからまた話が

ら、
「あんた、私の孫ちゃう」みたいに感じる

盛り上がってきたのを見て、支え合えるとい

ところがあるじゃないですか。患者さんだか

うのはすごく大事なことなんだなと思いまし

らということではなくて、やはり人と人との

た。悩みを打ち明けるだけではなくて、その

付き合いなので。親しき仲にも礼儀ありと、

悩みが人を助けることもある。家族だけで頑

そこは気をつけているつもりです。

張らなくていいので、患者会をニコニコしな

私がおさだファミリークリニックに来てから、

がら見ていたいというのが最終目標です。

後も良くなるし、その後にもその人には人生
があるから、やるからには長く関わりたい。

まだ、何の目途も立っていないんですけれど

クリニックの外の看板に「高次脳機能障害外
方に、別に重度でなくても書類を書いてほし
いというだけでもいいので、何かのときに思
い出してもらえたらそれでいいかなと思って
います。とはいえ、普通の住宅地の中のクリ
ニックなので、血圧や糖尿の患者さんの方が
多いですし、そういう人たちもやはり同じく
らい大事にしたい。専門クリニックではない

盲ろう者のコミュニケーション方法には、点字（ブリスタ｟※点字用タイプライター｠
・
指点字）
、手話（接近手話・触読手話）
、指文字（日本語式・ローマ字式）
、筆記、手の
ひら書き、音声などがあります。障害の程度や発現時期（視覚障害が先に発現したか、
聴覚障害が先に発現したか）、生活環境によりコミュニケーション方法が異なります。
例えば視覚障害が先に現れた方のコミュニケーション方法は音声や点字です。聴覚障害
が先に現れた方のコミュニケーション方法は手話や筆記であるなどの違いがあります。
（神奈川県聴覚障害者福祉センター HP より引用）
（２）鑑賞会の概要
NO-MA 企画展「ボーダレス・エリア近江八幡芸術祭『ちかくのたび』」を会場に、
盲ろうの人、また、ともに芸術を楽しみたい人が集う芸術鑑賞会を開催ました。
「盲ろうの人と楽しむ芸術鑑賞会」
日時：10月18日 ( 金 ) 13:00～15:00

会場：奥村家住宅、まちや倶楽部

参加者：29人（うち当事者6人）

来」と入れてもらいました。1人でも多くの
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第２節

鑑賞会は前半と後半の二部構成で行いました。前半は、展示会場である奥村家住宅で
佐藤有美（さとう・ゆみ）
おさだファミリークリニック 医師

京都の病院でずっと教えを乞うていた神経内科の医師よ
り高次脳機能障害の方の支援について刺激を受ける。そ

の後、滋賀県東近江市の神埼中央病院で回復期リハビリ

テーション病棟の専門医をし、現在は近江八幡市にある
おさだファミリークリニックで活躍中。

木彫作品を触って鑑賞し、NO-MA 学芸員が作品解説をしました。後半は、まちや倶
楽部に移動し、紙粘土や身近な素材を使って作品制作をしました。作品制作のテーマ
は、鑑賞して印象に残ったものや事前に考えてきたもの等様々で、自由に制作しまし
た。制作した作品を参加者同士で鑑賞し、感想を交換し合った後、アンケートに答え
ていただき、鑑賞会を終了しました。
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参加者：29人（うち当事者6人）

来」と入れてもらいました。1人でも多くの
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第２節

鑑賞会は前半と後半の二部構成で行いました。前半は、展示会場である奥村家住宅で
佐藤有美（さとう・ゆみ）
おさだファミリークリニック 医師

京都の病院でずっと教えを乞うていた神経内科の医師よ
り高次脳機能障害の方の支援について刺激を受ける。そ

の後、滋賀県東近江市の神埼中央病院で回復期リハビリ

テーション病棟の専門医をし、現在は近江八幡市にある
おさだファミリークリニックで活躍中。

木彫作品を触って鑑賞し、NO-MA 学芸員が作品解説をしました。後半は、まちや倶
楽部に移動し、紙粘土や身近な素材を使って作品制作をしました。作品制作のテーマ
は、鑑賞して印象に残ったものや事前に考えてきたもの等様々で、自由に制作しまし
た。制作した作品を参加者同士で鑑賞し、感想を交換し合った後、アンケートに答え
ていただき、鑑賞会を終了しました。
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5

（３）鑑賞会実施までの流れ

1
2

しが盲ろう者友の会の支援者との打ち合わせ

鑑賞会に向けた事前準備や当日の詳細について検討しました。
「NPO 法人しが盲ろう者友の会」へ協力依頼

盲ろう者へ情報を伝える方法は、話した内容を手話にし、その手話を通訳介助者
が見て盲ろう者に触手話・手のひら書きで伝える2段階方式で行われます。
盲ろう者に一度にたくさんの情報を伝えることは、本人にとっても、通訳介助者

しが盲ろう者友の会の生活訓練「たっち」見学

当事者、支援者からのヒアリング、普段の活動の様子
を知るため、しが盲ろう者友の会の日中活動の場「た
っち」（近江八幡市安土町）を訪問。盲ろうの方が主

にとってもかなりの負担になります。そのため、事前に「たっち」を訪問し、鑑
賞会について説明することとしました。また、当日の鑑賞会のイメージを持って
もらうため、作品を持参し、実際に触れて鑑賞いただくこととしました。
また当日参加される通訳介助者がスムーズに通訳ができるように事前に出展作家
と作品の情報を伝えることにしました。

体的にできることを活動の柱としているとのことで、
訪問したこの日は調理活動として、それぞれ包丁を手
に味噌汁作りをしていました。コミュニケーションは通訳介助者がマンツーマン
対応で「触手話」（※1）、「手のひら書き」（※2）で行っていました。
※1「触手話」は話し手が手話を表し、盲ろう者がその手に触れて伝える方法
※2「手のひら書き」は盲ろう者の手のひらに指先等でひらがなやカタカナ、漢字等を書いて言葉を伝える方法

3

部内打ち合わせ

しが盲ろう者友の会の活動見学を受けて、鑑賞会は盲ろう者が主体的に楽しめる
「触れる作品の作品鑑賞」と「粘土と身近な素材を使用した作品制作」の二部構成
にしました。

4

広

報

鑑賞会の情報をケアサービス推進課が運営している、滋賀県内の福祉の魅力を発
信するウェブサイト「SHIGA-FUKU」、NO-MA フェイスブックに掲載。
しが盲ろう者友の会の会員以外にも、興味のある人、一緒に楽しみたい人にも参
加していただけるように情報発信しました。

6

鑑賞会チラシの点字版を作成

点字を使う盲ろうの方を対象に、自宅等でも確認できるよう、
点字のチラシを作成しました。

7

しが盲ろう者友の会支援者と鑑賞会の会場下見

会場内の段差や移動ルートについて、
しが盲ろう友の会の支援者と現地で確認をしました。

8

鑑賞の内容について事前レクチャー （２回に分けて実施）

「たっち」を訪問し、鑑賞会のスケジュールや内容をお伝えし、実際の作品にも触
っていただきました。点字が読める方には点字チラシもお渡ししました。鑑賞会
の説明を通して通訳に関する以下の配慮事項を確認しました。
・話す人は初めに自分の名前を言う。（見た目や声で判別できないため）
・ゆっくり、長くならないように話す。（2段階で伝えるため）
・手話に置き換えるのが難しい言葉もある。（カタカナ語など）
・たとえ話は混乱する可能性がある。
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（４）鑑賞会の特徴
○点字チラシ
点字を使う盲ろうの方を対象に、自宅等で
も確認できるよう、点字のチラシを作成。
○事前レクチャー（2回に分けて実施）
しが盲ろう者友の会の会員の方を対象に、
事前に鑑賞会のスケジュールや内容を伝え
ました。また、作品にも触れてイメージを
もってもらいました。

点字のチラシ

○触れる作品
NO-MA 企画展「ボーダレス・エリア近江八幡芸術祭『ちかくのたび』
」において触れ
る作品を展示している「奥村家住宅」を鑑賞会場にしました。
手で触れて木彫作品を鑑賞していただきました。作品をじっくり鑑賞し、質疑の時間
を確保するため、鑑賞する作品は一人の作者に絞りました。
○伝わりやすい作品解説
学芸員の作品解説は、事前にしが盲ろう者友の会と共有した作者紹介テキストを基に
ゆっくり、簡潔に進めました。
※盲ろう者の通訳は、通訳介助者が手話を見て盲ろう者に触手話・手のひら書きで伝
えるため、内容は短く、わかりやすくしました。
【鑑賞会終了後】
レポートを NO-MA フェイスブックに掲載。
盲ろうの方について広く知っていただけるように、鑑賞会の様子や工夫した特徴など
の情報をレポートという形で NO-MA フェイスブックに掲載しました。
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（５）参加者の声

通訳介助者の声
•触って感じることが盲ろうの方にとって、本当に大切。意欲につながるということ

アンケート回答者：18人（当事者3人、一般参加者8人、通訳介助者7人）

を感じました。まちや倶楽部の酒蔵（作品制作会場）についても、とても興味を持
たれていました。
•来年も粘土作りが良いなと思う。または、他の素材で何かを作るのも良いと思う。

当事者の声

•一般参加者の方と一緒に粘土で作品づくりをした後、その方々が盲ろう者さんに感
動したなど伝えてくださったので、良かったなと思いました。

•畳だったので歩きにくかった。くつのままが歩きやすいです。トイレに行く時、敷
居が高かったので通るのに不便だった。
					

［質問］鑑賞会で通訳介助をしていて難しいと感じる場面はありましたか？

•重要な会議等であれば、レクチャーがあった方が良いが、今回に関しては、
「サプラ
イズ」も含めてない方が良いと思う。
•粘土作りは久しぶりで楽しかったです。
					
•目が見えなくなってから「見る鑑賞」を諦めていましたが、
「触れる鑑賞」で新しい
発見がありました。

•回りの状況を丁寧にお伝えしようとすると時間がたっぷり必要だと感じました。ま
た、安全面を考えても時間と空間（広さ）の余裕が必要だと感じました。
•自分の感性が影響しないか心配でした。まず、作品を触ってもらう→その後、説明
すると盲ろう者の素直な意見が聞けたと思いました。
•少しは見える方の場合、会場を明るくしてもらえるといいと思う。

一般参加者の声

•コミュニケーションをとるのが難しい方でしたので説明がどこまで通じているのか
わかりませんでした。でも少し見える方なので触ったりして楽しんでおられるよう

•鑑賞後の作品制作が楽しかった。

に思いました。

•視覚障害の人の作品と聞いて感動。
•作品作りの時間が足りなかった。
•「じっくり鑑賞する」
「じっくり制作する」ということをしてもよいかもと思いまし

［質問］盲ろうの方が楽しんでおられた場面や困っておられた場面など
お気付きになったことがあれば、教えてください。



た。そして、できれば後の感想は時間をかけて話し合いたいと思いました。
•想像することの大切さを改めて感じました。ありがとうございました。		
•意見の交換などができてとても楽しかったです。ありがとうございました。
•作品を見て楽しむこと、作ることを楽しむことがアートの良い所だと再確認できた
よい経験でした。
								
•とても濃い時間をありがとうございました。
			
•盲ろうの方が、どのように鑑賞されるのか実際に側で同席させていただき、介助の

•触ることから色々なことを想像し、たくさん疑問を持たれ、
「知りたい」という意欲
が湧いてくるお姿を目の当たりにすることができました。
•粘土作りが一番楽しかったそうです。触手話通訳するときは、出来れば椅子に座る
か、立って通訳するとしやすいと思う。畳の上に座るのはちょっとやりにくかった。
•作品を実際に触られた事は、盲ろう者に作品及び状況のイメージができやすく、関
心が高まる学習につながる事と思う。

方とペアになって鑑賞体験される状況などを見られて貴重な機会となった。
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（６）考察
自宅で介助者がいない状態でも鑑賞会のスケジュールについて確認できるよう点字の
チラシを作成しましたが、実際に事前レクチャーで点字チラシを活用された方はお二
人でした。やはり、障害の程度や発現時期（視覚障害が先に発現したか、聴覚障害が
先に発現したか）の違いがあり、コミュニケーション方法も点字だけでなく、手話や
手のひらがきなど人により違いがありました。
しが盲ろう者友の会理事の久郷慶子さんは「盲ろう者は他者からの関りがないと自分
からコミュニケーションがとれず、だんだんとコミュニケーションの方法や自分の名
前を忘れていったり、他者と関わることなく自宅で過ごすことが多くなる」とおっし
ゃっていました。
鑑賞会の案内はチラシやウェブで発信しましたが、やはり、自ら情報を得ることが難
しい状態に置かれており、他者からの関わりが必要です。今回の鑑賞会についても、
しが盲ろう者友の会の支援者の関わりを通じて、盲ろうの方の参加が叶いました。
盲ろうの方と見える、聞こえる方とでは取得できる情報量に圧倒的な違いがあります。
見える、聞こえる方には気づきにくいことですが、今回私たちも鑑賞会を通じて、盲
ろうの方にとってその場にいる人数や年齢や性別、部屋の広さなどの情報は、その場
の雰囲気や空間を想像するための重要な情報であることを教えていただきました。
こうした盲ろうの方の置かれている状況はまだまだ広く知られていません。私たちも
そのような中で今回、どのようにして企画概要や意図を伝えることができるのかを考
えました。
そして、しが盲ろう者友の会の皆さんは行政を通じて、まだまだ自宅にいる支援の行
き届いていない盲ろうの方を探しています。昨今、情報通信技術は進歩しましたが、
人の手を直接介さないと情報を得ることが難しい方もいらっしゃいます。盲ろうの方
の現状はまだまだ広く知られていません。より多くの人に知っていただくことで、そ
こから支援の輪が広がり、社会参加の向上に繋がると改めて実感しました。
（佐倉）
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「しが盲ろう者友の会」に関わったきっかけ

私は以前、滋賀県の専任手話通訳者をしてい
ました。そこで先天性の聴覚障害の女性の方

ンバーなど多くの皆さんに助けていただいて、
しが盲ろう者友の会を設立しました。
「ああ、これが触手話。手に持って手話をすれ

と出会いました。

ば、通じ合うんだ。家族でも通じ合うんだ。

その女性から「私は遺伝性の網膜の病気でだ

仲間でも通じ合うんだ」と初めて新しいコミ

んだんと目が見えなくなってきます。私の2

ュニケーションとの出会いがありました。

人の姉はすでに見えなくなり、次は私の順番

触手話との出会いがしが盲ろう者友の会を設

が来る。目が見えなくなるから、白杖が欲し

立してから一番大きな意味のあることでした。

い。日本全国にもそういう仲間がいるはずだ

（※1）触手話とは手話を触って読み取る方法のこと

から、点字を覚えてコミュニケーションを図
っていきたい」と強い希望がありました。そ
の女性は視野狭窄で、その当時は見えており、

インタビュー

｜ 久郷慶子

しが盲ろう者友の会を設立しましたが、盲ろ

３センチぐらいの大きな文字を黒マジックで

うの人が集まって、ここから社会参加しまし

書いて、ファクスを出すということはできて

ょうと言ったところでどこへ行っていいのか

いました。しかし、まだ「盲ろう」が言葉と

分かりませんでした。そこで行政の方から「生

して社会的にありませんでしたので、そのよ

活訓練事業（※2）なら、県の事業費として

うな状況の中で本人さんが何度、役場に行か

制度があるので、その制度を使われたらいい

れても「まだマジックでここまで書けるなら、

よ」とアドバイスを頂いて生活訓練事業から

そんなに対策は要らないだろう」という対応

始めました。

でした。盲ろうについてなかなか分かっても

通訳・介助者の派遣事業も大事です。盲ろう

らえなかったというのが現実でした。

の方は一人で外出はできませんので、外出時

その当時、聴覚障害、視覚障害の福祉制度は

の移動介助をしてもらいながら現場へ行く。

ありましたが、聴覚と視覚の重複障害の「盲

現場へ行くと通訳介助も必要です。しかし、

ろう」という障害についてはあまり知られる

「自分がどういう社会参加をしたいのか。自分

ことがなく、制度の谷間に置かれていました。

は何がしたいのか。自分の生活をどうしたい

当事者や支援者が運動をしないと、福祉に繋

のか」という考えを盲ろう者自身が持つこと

がっていかなかったという時代でした。1990

が大事です。盲ろうの方々が生活訓練という

年ぐらいに東京と大阪の盲ろうの大学生が当

場に集まって、様々な情報交換をしながら、

時学生だった福島智さんを中心に運動を始め

自分のこととして考えられることを目的とし

「全国盲ろう者協会」が設立されました。それ

ました。

を知った聴覚障害の彼女は滋賀県で初めて全

就労についても、まだまだ働きたいけれど、

国盲ろう者協会に入会しました。そこで「触

だんだん目が見えなくなってくると、会社の

NPO 法人しが盲ろう者友の会の理事の久郷慶子さんは、盲ろうの方々やその

手話（※1）
」というコミュニケーションがあ

中で物にぶつかるようになり、自力で通勤で

ご家族の生活相談や啓発活動をされています。久郷さんに通訳者としての思

ることを知り、滋賀県で盲ろう者友の会の拠

きなくなり皆さんやむなく退職されます。そ

点をつくろうという流れになり、2001年に5

ういう自分の人生の辛い思いがあるので、退

人ほどの盲ろう者と行政や手話サークルのメ

職後、どこか外に出掛けて自分で何か学びま

（NPO 法人しが盲ろう者友の会 理事）

いや盲ろうの方の現状や課題などを伺ってきました。
（令和元年5月27日
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自分の人生を自分のこととして考える

NPO 法人しが盲ろう者友の会事務局にて）
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しょう、趣味をしましょう、と勧めたところ

体験を積み重ね、継続するためには身近な楽

切り方もどうすれば危なくないように切れる

手に伝えられたら、どれだけ人として生きる

でそんなに簡単に前向きに人生を変えられま

しみを見つけることです。見えなくなり、聞

だろうかなど、いろいろ工夫を重ねてきまし

喜びにつながるかと思います。それが普通の

せん。まずはそういう辛い思いを共有し合っ

こえなくなり、人との繋がりが少なくなる中

た。それが、今ではスムーズに自分の役割を

ことですが、その普通のことができないもど

ていかないと、なかなか自分のこととして考

で、食べることが楽しみになります。活動を

果たし、仕事がないときは休憩をしながら、

かしさが、盲ろうの人たちと出会って、一番

えられない、次のことが考えられません。し

して次に繋がる達成感を味わうためには食べ

介助者と世間話をする余裕も出てきました。

辛いことだと思いました。

かし、ただ生活訓練の場で、自分の人生論を

ることがないと「次も出かけよう」という気

（※2）盲ろう者社会参加促進事業（滋賀県委託事業）

おしゃべりして、お互いに聞くだけだと「少

持ちにはなりません。少しでもいいから、達

し見えるからいいよね」、
「自分はまったく見

成感を感じて「ここに来れば、これができる

えないからいいや」等と、なかなか自分の人

んだ」、「みんなと一緒にしたら、こんなこと

生として向き合うことができません。だか

それと、もう一つは、長い間、在宅におられ
ると、コミュニケーションの仕方を忘れてし

通訳だけではない通訳介助者の役割とは？

まいます。ある方は自分の名前を出せるまで、

私は「自分の思いを自分の言葉で相手に伝え

支援をしながら2年ほどかかりました。その

を感じられる」
、
「でも、これは失敗した」と、

る」ことが一番、人間の幸せだと思います。

ときは支援者みんなで涙を流して、喜び合っ

ら、家庭ではできない、自分一人では出来な

成功や失敗したことなどがいろいろ味わえて、

それができないのは本当に悔しいと思います。

た覚えがあります。人と出会わないとしゃべ

いことを仲間と一緒にやったらできる、とい

体験できるということから生活訓練の調理活

私たちはコミュニケーションの媒介役という

らない、自分の名前すらも出さなくなる、諦

う体験を重ねて次のステップに繋げることが

動を重ねてきました。最初はまな板や包丁一

か、中間の役割をせざるを得ないから、通訳

めてしまうのです。

大切です。

つでも慎重に選ばれていました。タマネギの

者の役割で伝えていますが、通訳者なんてな

また、別の盲ろうの方はしが盲ろう者友の会

くてもいい、自分で話せて、自分で答えを聞

に誘い始めて、3年が経過してやっと反応が

ける。そういう暮らしがあったらいいなと思

ありました。車の中から窓の景色を見て「今

います。しかし、それができないから、通訳

日は寒いよ」
、
「今日は暑いよ」と言って、手

介助者の役割があります。

のひらに書き、自分が何か感じたときは、手

盲ろうの方の通院付き添いのときは「お医者

をぐっと握り返してくれるようになりました。

さんとしゃべりなさいよ。通訳介助者がしゃ

自分の思いを伝えることは障害があってもな

べったのとは違いますよ。私たちはお医者さ

くても、人間の当たり前の権利なのに、それ

んの話を伝える。だから、通訳介助者に伝え

を奪われるというのは非常に悲しいことだと

るのではなくて、お医者さんとお話をして自

思います。だから、少しでも自分の気持ちを

分がしんどいときや痛いところは伝えないと

相手に伝えられたら、どれだけ嬉しいことか

いけないよね」と言いますが、通訳者の方を

と思います。在宅で長い間過ごされた方で全

向いてしゃべることが習慣になっています。

く反応がなくても、誰でも同じように向き合

また、お医者さんも盲ろうの方に伝えるので

うことが、しが盲ろう者友の会で一生懸命に

はなく、つい通訳介助者にされるのです。病

取り組んでいることです。

院で診てもらうのは本人ですが、陰の存在で
薄いと感じます。
どんな場面でも、自分の言葉として話せるこ
とが、人間にとってどれだけ幸せなことだろ
うかと思います。しかし、盲ろうの方はそれ
ができない。人を通してしか自分の気持ちを
伝えられません。嬉しいとき、悲しいとき、
みんなと気持ちを共有し、自分の気持ちを相
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久郷慶子（くごう・けいこ）
NPO 法人 しが盲ろう者友の会 事務局（盲ろう者相談員）
1990年（平成2年4月）から滋賀県の専任手話通訳者

（非常勤）として2012年（平成24年3月）まで勤務。

2000年（平成13年7月）滋賀県の盲ろう者5人と支援
者16人の仲間と「しが盲ろう者友の会」を設立する。
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第3節

発達障害、知的障害の人と楽しむ芸術鑑賞会

○自閉症スペクトラムと併存しやすい障害
・注意欠陥多動性障害（ＡＤ / ＨＤ） ・学習障害（ＬＤ）

（１）発達障害について
○発達障害の定義

○アスペルガー症候群

発達障害者支援法において、
「発達障害」は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広

アスペルガー症候群は、広い意味での「自閉症」のひとつのタイプです。最初に症例

汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であっ

を報告したハンス・アスペルガーというオーストリアの小児科医の名前にちなんでつ

てその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されています。

けられました。アスペルガー症候群は、自閉症の3つの特徴のうち「対人関係の障害」

（厚生労働省ＨＰより引用）

と「パターン化した興味や活動」の2つの特徴を有し、コミュニケーションの目立っ
た障害がないとされている障害です。言葉の発達の遅れがないというところが自閉症
と違うところです。知的発達に遅れのある人はほとんどいません。
（厚生労働省ＨＰより引用）
○高機能自閉症
高機能自閉症とは、3歳位までに現れ、①他人との社会的関係の形成の困難さ、②言
葉の発達の遅れ、③興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の
障害である自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わないものをいいます。また、中枢神
経系に何らかの要因による機能不全があると推定されます。
（文部科学省ＨＰより引用）

( ２) 発達障害の人と楽しむ鑑賞会の概要
○自閉症

NO-MA 企画展「ボーダレス・エリア近江八幡芸術祭『ちかくのたび』」を会場に、

自閉症は1943年にレオ・カナーによって初めて発表されました。

発達障害の人、また、ともに芸術を楽しみたい人が集う芸術鑑賞会を開催しました。

自閉症は「対人関係の障害」「コミュニケーションの障害」「パターン化した興味や活
動」の3つの特徴をもつ障害で、生後まもなくから明らかになります。
（厚生労働省ＨＰより引用）

「発達障害の人と楽しむ芸術鑑賞会」
日時：11月9日 ( 土 ) 13:30～15:30

会場：NO-MA、寺本邸、まちや倶楽部

参加者：17人（うち当事者3人）
○自閉症スペクトラム
自閉症スペクトラムは1996年にローナ・ウイングによって提唱された概念です。彼
女はカナータイプの自閉症とアスペルガー症候群、その両者の診断基準は厳密には満

NO-MA 学芸員の案内のもと、3会場（NO-MA、寺本邸、まちや倶楽部）を巡り、

たさないが周辺に属する群を、ひとつの連続体（スペクトラム）として捉えました。

参加者同士が一緒に鑑賞したり、一人で鑑賞したりしました。その後、自由に感想を

自閉症スペクトラムには３つの特徴がみられます。

言ったり聞いたりする振り返りの時間を設けました。最後にアンケートに答えていた

①社会性に関する障害
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【鑑賞会の内容】

②コミュニケーションに関する障害

③想像力に関する障害

だき、鑑賞会を終了しました。
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（３）鑑賞会実施までの流れ

1

（４）鑑賞会の特徴
部内打ち合わせ①

周囲とのズレに生きづらさを感じている発達障害の人が多くいることから、個々の視点を
受け止め／受け止められる場として鑑賞会が機能することも重要と考えました。鑑賞会で
は、作品鑑賞とNO-MA 学芸員による作品解説に加え、多様な個性を受け止め／受け止
められる場として振り返りの時間も設定することにしました。発達障害の人が楽しむこと
ができる鑑賞会にするための工夫や配慮について、次のような意見が挙げられました。
① 視覚的に情報が見えるようにする ｜ ②対話型鑑賞で多様性を体験する ｜ ③様々な視点や考えを聞
ける場にする ｜ ④事前に情報を知りたい人もいれば、そのまま体験したい人もいることを想定し、選
択肢を複数用意する ｜ ⑤鑑賞会に参加していないけど意見を伝えたい人がいるとの、滋賀県発達障害
者支援センターからの過去の情報を基に、その場でなくても答えられるアンケート回答方法を検討する。

○わかりやすい作品解説

３カ所の会場を巡る鑑賞会では初めに自由に作品鑑賞をし、鑑賞後に学芸員が端的で
わかりやい作品解説をしました。学芸員には、あいまいな表現はできるだけ避け、一
文を簡潔にまとめるよう意識してもらいました。
○音声ガイド

鑑賞会を一人でも楽しめるよう希望者には音声ガイド「美保さんガイド」
（※）を貸し

出しました。※出展されていた作品に登場するキャラクター「美保さん」をモチーフにした、展
覧会オリジナルの音声ガイド

○鑑賞会の行程表

視覚的にわかりやすく、見通しがつきやすい行程表

2

を用意しました。地図を読むのが苦手な人もいるた
広

報

鑑賞会の情報をケアサービス推進課が運営している、滋賀県内の福祉の魅力を発信する
ウェブサイト「SHIGA-FUKU」に掲載。発達障害の人、興味のある人、いっしょに楽
しみたい人にも参加していただけるように発信しました。

め地図ではなく、実際に歩いたときに目に映る風景
写真と矢印で会場への行き方を示しました。

工程表

○振り返りの時間

自由に感想を言ったり、様々な視点を聞いたりできるよう振り返りの時間を設けまし
た。意見や考えを否定しない、されないよう、振り返りの時間では３つのルールを設
定しました。

3

①何を言ってもいい
「滋賀県発達障害支援センター」への協力依頼

発達障害の当事者に参加いただけるよう、滋賀県発達障害支援センター協力のもと、対
象者は主に知的障害のない発達障害の人を想定し、鑑賞会の情報をお伝えしました。

4

③否定はしない

振り返りの時間では、まず初めに付箋に展示作品や鑑賞会の感想を書いてもらいまし
た。自分の感想を口頭で発表してもいい人は青色の付箋、発表したくない人はピンク
の付箋に書き、ホワイトボードに貼ってもらいました。感想がすぐにまとまらない人
のために「考え中」と書いた黄色の付箋も用意しましたが、今回の鑑賞会ではみなさ
ん青かピンクの付箋に感想を書かれていました。
○2種類のアンケート方式

部内打ち合わせ②

振り返りの時間では、参加者の前で感想や意見を口頭で発表することが苦手だと思う人
もいることを想定して、感想は一旦色分けした付箋に書いてもらうことにしました。口
頭での発表も OK の場合は青色の付箋、文字での発表だけにしたい場合はピンクの付箋、
すぐには考えがまとまらず感想が書けない場合は「考え中」と書かれた黄色の付箋を使
ってもらうこととし、誰でも安心して振り返り会にも参加できるようにしました。
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②何も言わなくてもいい

アンケートは、鑑賞会後にその場でアンケート用紙に記入してもらう従来の方式のほ
か、自宅でゆっくり考えて回答したい人、鑑賞会に参加していないけど意見を伝えた
い人のためにオンラインアンケートも作成しました。
【鑑賞会終了後】

レポートを NO-MA フェイスブックに掲載。

鑑賞会の様子や工夫した特徴などの情報をレポートという形で NO-MA フェイスブッ
クに掲載しました。
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（５）参加者の声

アンケート回答者：
14人（当事者3人、家族3人、その他8人、うちオンラインアンケート回答者1人）
•いろいろな方々が交流して共感できる機会を深めてほしい。小さなお子さんから大
人まで発達障害の人、それ以外の人たちと。
•作品と展示方法のバランスがとても難しいと思いました。大げさすぎても、大切に
扱わなくなってもいけないし。でも関係者の方が一生懸命なのは全体でよく伝わり
ました。これからも長く続けてほしいです。
•今回、発達障害の方が主な対象の企画でしたが、普段から他の色々支援の必要な方
への企画をありがとうございます。これからも少しずつでも続けていただければと
思います。
•今回は当事者の方は少なかったように思うが展覧会の内容は良かったです。もっと
当事者の方が来られたら面白いと思いました。
•以前から一度会場に行ってみたいと思っていたので、いろいろな作品も見られて今
回もとても良かったです。解説も実際に聞くことができてそういう背景があったの
かと印象的でした。
•「発達障害の方と楽しむ」ということが、どういうことだったのかが、わからなか
った。行程表がその配慮だったのかな。
•本当に楽しかったですし、ありがとうございました。できれば最後の話し合いをも
う少し長く時間がほしいですね。ですが、当事者の方へのご配慮は素晴らしいと思
いました。
•今回地図がついていたので寺本邸へスムーズに行けたが、初めて自分一人で行った
時はわかりにくかった事と近くの住民の方が違う場所に案内してくれたのでもう少
しわかりやすくしてほしい。それぞれの展示場所は面白く興味が持てる内容であっ
た。工夫も良かった。説明など聞くとまた見てみたいと思いました。
•作者さんの気持ちや思い、作品に背景があることを知れて良かったです。発達障害
の人も気軽に関われる、参加できるのであれば有難いです。
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（６）知的障害の人と楽しむ鑑賞会の概要
ボーダレス・アートミュージアム NO-MA で開催された「第16回滋賀県施設・学校合
同企画展」を活用し、野洲養護学校高等部美術部の生徒と信楽学園の園生がそれぞれ
集う鑑賞会を開催することで、知的障害の人の様々な場面へのアクセシビリティの向
上と合理的配慮の進展につなげることを目的としました。
○野洲養護学校高等部美術部のみなさんと楽しむ芸術鑑賞会
日時：12月25日（水）

（７）鑑賞会の特徴
○やさしい作品ガイド

出展者の紹介テキストを箇条書きにし、文章も短く編集しました。

フォントは文字の形がわかりやすく、読み間違えにくい「UD フォント」にしました。
文字の大きさは見やすいように18Ｐ以上にしました。漢字が苦手な人も読めるように
文章にはルビを振り、文節をわかりやすくするためにわかち書きにしました。
○アンゲーム（※）方式の振り返りの時間

自由な発言が苦手な人もいると想定して、意見や感想を共有しやすくすることを目的

参加者：10人（うち当事者6人）

に質問を予め用意しました。質問カードを中身が見えない箱に入れてくじ引きのよう

○信楽学園のみなさんと楽しむ芸術鑑賞会
日時：12月26日（木）
参加者：15人（うち当事者11人）
出展作家の紹介テキストの内容をわかりやすくまとめた「やさしい作品ガイド」を配
布し、自由に作品鑑賞しました。
鑑賞後、常設ワークショップ体験 「①発泡スチロール球で作品作り」
、
「②プルタブに
色を塗ろう」を行いました。

に引いてもらいました。カードは２種類用意。

①「はい・いいえ」で答えることができるクローズドクエスチョン
② 自分で考えて答えるオープンクエスチョン

質問の中には、作品や鑑賞会に関するものもあれば、お昼に食べたものや普段遊びに
行く場所を尋ねる質問もあり、ゲーム感覚で楽しく参加できるように工夫しました。
※順番にカードをめくり、カードに書かれた質問に答えていくというコミュニケーションゲーム

○やさしいアンケート

やさしい作品ガイド同様にアンケートもシンプルな文章、UD フォント、ルビあり、

その後の振り返りの時間では質問カードを箱の中から引いて答えていただきました。
2つの引き出し口を設け、
「はい・いいえ」で答えるクローズドクエスチョン、自分で
考えて答えるオープンクエスチョンの2種類を用意しました。
最後に「やさしいアンケート」に回答していただきました。

わかち書きで作成しました。

○わからないことは何でも聞ける

信楽学園での鑑賞会では、気軽に何でも聞きやすいようにスタッフは「わからないこ
とがあればなんでも聞いてください」と記載された名札を着用しました。

12月25日に実施した野洲養護学校のみなさんとの鑑賞会のアンケートに、NO-MA
が「わからないことがある時に何でも聞ける」美術館だと良いと回答した人が多かっ
たことから生まれたアイデアでした。

やさしい作品ガイド
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質問カード

鑑賞会で使用した名札
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（８）参加者の声（野洲養護学校高等部美術部のみなさんと楽しむ芸術鑑賞会）

アンケート回答者：6人（生徒6人）

［質問］NO-MA 以外の美術館へ行ったことはありますか？
ある：5

｜

ない：0

｜

わからない：1

［質問］NO-MA がどういう美術館だったらいいなと思いますか？（複数回答可）
展示作品の話が聞ける………………………………………………………………………5
作品作りができる……………………………………………………………………………2
作品を見ながら話ができる…………………………………………………………………4
「やさしい作品ガイド」がある… ……………………………………………………………5
さわることができる作品がある……………………………………………………………2
顔を知っているスタッフがいる……………………………………………………………1
近くにおいしい食べ物屋さんがある………………………………………………………0
疲れたら座って休めるところがある………………………………………………………3
わからないことがある時に何でも聞いていい……………………………………………5
美術にくわしくなれるわかりやすい研修会がある………………………………………2
その他…………………………………………………………………………………………0
•また絵が変わってまた来たいと思います。
•また、色々な作品がみたい。作品作りをまたしてみたい。
•作品がよかったと思います。
•作品がきれいですごくあたたかみがありました。場所も落ちつきます。
•作品がよかったと思います。
•みんなの絵がとてもじょうずにぬっているところを見ました。…
いろんな作品を見てて良かったです。

38

（９）参加者の声 （信楽学園のみなさんと楽しむ芸術鑑賞会）

アンケート回答者：11人（園生11人）

［質問］NO-MA 以外の美術館へ行ったことはありますか？
ある：4

｜

ない：4

｜

わからない：2

｜

無回答：1		

［質問］NO-MA がどういう美術館だったらいいなと思いますか？（複数回答可）
展示作品の話が聞ける………………………………………………………………………4
作品作りができる……………………………………………………………………………2
作品を見ながら話ができる…………………………………………………………………6
「やさしい作品ガイド」がある… ……………………………………………………………2
さわることができる作品がある……………………………………………………………0
顔を知っているスタッフがいる……………………………………………………………0
近くにおいしい食べ物屋さんがある………………………………………………………0
疲れたら座って休めるところがある………………………………………………………4
わからないことがある時に何でも教えてくれる人がいる………………………………4
美術にくわしくなれるわかりやすい研修会がある………………………………………1
その他…………………………………………………………………………………………0
•色々な作品があったので、出展したいなと思った。
•色々な人が色んな作品を出していて、見て楽しかった。
•折り紙が活かせるから。
•みんなの作品が美しく、考える技術がすごいと思いました。
また来れたら来たいです。
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…

（１０）考察
「発達障害の人と楽しむ芸術鑑賞会」では、参加申し込み時に発達障害の有無の申し出
は不要としていたので、当日までどのような方々が来られるのかわかりませんでした。
当日は3人の当事者が参加してくださいましたが、他の参加者からのアンケートでは、
「当事者の方は少なかったように思うのですが展覧会の内容は良かったです。もっと当
事者の方が来られたらおもしろいと思いました」との意見があり、より多くの当事者が
参加することにより、当事者ではない参加者にとってもより興味深い鑑賞会になること
が推察されました。また、
「振り返りの時間をもっと長くしてほしい」との意見も多数
あり、多様な視点を交換したいというニーズがあることも示されました。
今回の鑑賞会では多様な価値観を受け止める／受け止められる場を狙いとしました。企
画を考えている時期に、ある新聞に掲載された発達障害の方の記事を読みました。そこ
には大学を卒業後、企業に就職してから周りの人との価値観の違いや周囲との軋轢から
生きづらさを感じていることが綴られていました。近年、発達障害についての認知度や
理解も進んできましたが、まだまだ周囲の理解が得られない状況から生きづらさを感じ
ている人も少なからずいらっしゃいます。さまざまなモノの見方や感じ方が、よりその
体験に豊かさをもたらたす芸術鑑賞の場であるからこそ、それぞれの見方、感じ方をよ
り自然に受け止められると考えました。
また、野洲養護学校美術部のみなさんとの鑑賞会と信楽学園のみなさんとの鑑賞会で
は、どちらも参加者の年齢層は共通しており、16歳～18歳の方々で、中には初めて美
術館に来たという方もいらっしゃいました。
美術館のイメージとして、
「知識がないと楽しめない」
、
「静かにしないといけない」と
いうイメージも少なからずあるのではないでしょうか。これまで実施してきた鑑賞会
で、障害特性に合わせた伝える方法について検証してきました。今回は簡易な表現やフ
ォントなどにこだわり、よりわかりやすく伝える方法について検討しました。美術につ
いてわからない、でも興味や関心があるという方については、まずは美術の楽しみ方や
魅力を知ってもらうことから始め、それをきっかけに新たな経験を積み重ねることで選
択肢や視野が広がることにつながると考えます。
また、わかりやすく情報を知ることができ、わからないことがあれば教えてくれる人が
いる、障害特性について理解のある人がいる、そういった安心感から出かけてみよう、
アクセスしてみようという動機に繋がるのではないかとも考えます。
（佐倉）
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インタビュー

｜ 松田裕次郎

（社会福祉法人グロー東近江障害施設群管理者）

当時は、アメリカのノースカロライナ州立大

実家は愛知県で洋服屋さんをやっていまし

学で実践されていた「TEACCH」という自閉

た。静岡県にある20店舗ぐらい展開している

症の人の支援プログラムが日本でも広がり始

洋服屋のチェーン店の社長とうちの親が知り

めた時代でした。

合いだったので、大学卒業後、そこの店舗で

勉強のためにそういう研修会へ行くと、写真

何年か修業をして、ゆくゆくは実家を継ぐの

カードや絵カードをスライドでいっぱい見せ

だろうなという感じで働いていました。

てくれて「こういうふうにやったら落ち着き

そんな中、27歳の時に交通事故に遭って腰椎

ます」と……。そうすると、僕らは写真や絵

を骨折しました。約2か月間、寝たきりにな

を見せたらいいのかと思います。だけど、た

りました。入院中に6人部屋のようなところ

だ見せるだけではうまくいくわけがない。自

で、斜め向かいのおじいさんが、何かよく分

閉症の人がただ絵カードを見せられたところ

からないけれども、最後に「うわあ」と言っ

で、何の意味か分からない。意味付けがあっ

て息を引き取ったのを見て、人は生きている

て初めてスケジュールを理解したり、コミュ

のではなく、生かされているなと、人の生死

ニケーションのツールになったりするわけだ

について考えさせられました。そこから、自

から、それが分からないまま、ああいう研修

分にやれることは何かないかなと考え、それ

会で「こういう写真カードでやると、みんな、

がきっかけで福祉に興味を持ちました。

落ち着くんです」と言われても、うまくいき

その後、実家がある愛知県の社会福祉法人が

ませんでした。

たまたま求人募集をしていたので、30歳の頃

でも、何でできないのだろうか？どうやった

に転職しました。そこの法人は宿所提供施設

らこのカードの意味付けを分かってもらえる

という、救護施設と同じ保護施設も運営して

のか？そういうことを考えて一生懸命やって

いました。当時は全国に3カ所くらいしかな

いた時期でした。そこを諦めなかったから、

い、数少ない施設で、そこでは精神障害や知

今があるのかもしれないです。

的障害、身体障害の人がいっしょに生活され

その後、滋賀県社会福祉事業団（※1）へ転

ていて、かつ複数の事業をやっていて、そう

職し、配属された企画事業部では当時「地域

いう意味では面白かったです。僕が福祉の面

生活体験モデル事業」
（※2）をやっており、

白さを感じ始めたのはそこからです。

その後2005年から「体験型グループホーム
事業」
（※3）が始まりました。まだグループ

発達障害との出会い

ホームの体験利用は制度になっていなかった

洋服屋さんから愛知県の社会福祉法人に入職

ので、3ヶ月間だけ支給決定をしてもらって、

設群の管理者です。東近江障害施設群には発達障害の方の自立訓練事業所や

し、最初の配属先は身体障害者授産施設でし

グループホームでの生活を体験してもらうこ

宿泊型自立訓練事業所、自閉症スペクトラムの児童の支援に特化した放課後

た。車いすの人や筋ジストロフィーの人の支

とを始めたのです。それから派生して、高機

等デイサービス事業所などがあります。松田さんが福祉に携わったきっかけ

援をしていました。しかし、その後、知的障

能自閉症のグループホーム「ホームかなざわ」

やこれまでの経験、発達障害の方の支援について大切にされていることなど

害者授産施設に異動になり初めて自閉症の人

（※2017年度末に事業終了）ができました。

と出会いました。その時は、どのように対応

その頃から発達障害や自閉症の人たちと再び

したらいいか全く分かりませんでした。

関わるようになりました。

松田裕次郎（まつだ・ゆうじろう）さんは社会福祉法人グロー東近江障害施

を伺ってきました。
（令和元年12月16日
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流通業からの転職

びわ湖ワークスにて）
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そこでも、やはり支援は大変でした。いわゆる

（※1）社会福祉法人グローの前身。2014年に社会福

知的障害のある発達障害、自閉症の人たちも

祉法人滋賀県社会福祉事業団と社会福祉法人オープ

多かったけれども、知的障害のない発達障害
の人たちは、またちょっと違い、一筋縄ではい
きませんでした。構造化をして、環境を整え
て「どうぞ」とやったら上手くいくという話で
は全然なくて……。どう向き合ったらいいのか
というのを本当に悩みながらやっていたかなと
思います。知的障害のない発達障害の方につ
いては、勉強ができたり、秀でた能力を持っ
ていたりすると親や周囲の人は障害に気づき
にくく、適切な理解やサポートが得られず、周
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ンスペースれがーとがひとつになり、現在の社会福祉
法人グローとなった。
（※2）自宅で暮らす障害のある方が、グループホー
ムでの暮らしの体験や、自立生活にチャレンジする
機会の提供を目的として実施された事業（2001年～
2004年）
（※3）親から離れて暮らすことに踏み出しづらい方な
どを対象として、地域生活の体験を目的にグループホ
ームで3か月間の体験入居や4泊5日の体験宿泊を提供
する事業（2005年～2007年）

支援で大切にしていること

囲からはわがままな子、情緒不安定な子とい

「じょいなす」
（放課後等デイサービス事業所）

った捉え方をされていました。そして、だんだ

は立ち上げの頃、あらゆる障害の人を受け入

んと自己肯定感が低くなってきたり、強い不

れるというコンセプトで始まったので、室内

安感が生まれたりします。そういう生活歴が

は広いワンフロアで様々な障害の子供を受け

ずっと重なってきて、成人期に抑うつや、強

入れていました。しかし、幅広く受け入れて

その困る人たちが困らなくても済むような手

い！」
、
「男女交際！？何言ってるんですか？」

迫性障害などの何か違う名前の障害が二次障

いる反面、中には毎日のようにパニックにな

だてを、何となく自分で考えられたり、こう

とか……。支援者が思い通りにコントロール

害として現れ、そこで初めて「発達障害」だ

っている自閉症の利用者がいました。窓から

いうことしたらうまくいくかな？みたいなこ

しようとするのではなくて、
「ここまではいい

と周囲が気づくケースも少なくありませんでし

飛びだそうとしたり……防犯用窓ロックとか

とを自分で考えられたらいいなと思います。

けど、ここから先は超えたらまずいよね」と

た。だから、障害特性だけにアプローチして

付けているけど、そういう問題ではなくて、

この辺はちょっと高機能発達障害の方になり

か、そういうことだと思います。対人関係は

いても、うまくいかないことの方が多い気がす

落ち着いて過ごしてもらうにはどうしたらい

ますが、知的障害がある発達障害の子供たち

交渉の連続で成立していると思います。それ

るのですよ。仕組みだけの支援はうまくいか

いか、というのを考えました。自閉症の人に

でも、自分で選択する、交渉する、というこ

は障害があってもなくても同じで。だから支

ないので、個別対応になります。しかし、それ

合わせた環境を整えるしかないということで

とをちゃんとやれるというのがすごく大事だ

援者の対応次第で利用者の生きづらさは変わ

が結局、人対人の自分しかできないような職

す。
「じょいなす」はただ預かるということで

ろうと思っています。一部ではありますが、

るのだろうなと思っています。

人技になってしまっていて、それが良くないな

はなくて、一人一人が安心して落ち着ける場

支援者の中には、自分の言うことを聞かせる

と思いながらもどうしてもそこから抜け出せな

があり、社会に出たときに生きやすいように

ために利用者をコントロールしようとする人

い感じでした。自分だけしかできないような支

子供の頃からしっかりと支援をすることをコ

もいるでしょ。そうではなくて、お互いがあ

援をやっていても、自分がいなくなった瞬間に

ンセプトに再編成しました。子供の頃から、

る程度、妥協するというか。ここまでは許す

うまくいかなくなるだろうなと思います。
「人」

適切な支援や何か手だてがあったら、二次障

から、あなたもここまでは許してよ、みたい

に依存するのではなくて「プログラム」に依

害でここまで、困ったり、苦しむことにはな

な。障害があっても無くても人間関係はそう

存する。環境を整えるのは支援者がやるのだ

らなかったのではないかという人たちとこれ

いう中で成立している気がします。だけど、

けれども、こういうプログラムを提供したら、

まで出会ってきましたので、少しでもそうい

「支援者」と「利用者」という関係性になった

本人はそのことを学んで生きやすくなるとか、

う現状を減らしたいと思いました。きっと年

瞬間に、そういうことではないよねと思う支

そういう仕組みがあれば人に依存する支援に

齢を重ねて「じょいなす」を退所した後だっ

援者は多いのではないかなと思います。
「こう

はならないかなと思いました。

てなんらかの形で困るんですよ。だけども、

あるべきだ！」とか、「清く正しく生きなさ

「じょいなす」の一室

松田裕次郎（まつだ・ゆうじろう）
社会福祉法人グロー 東近江障害施設群 管理者（兼）
所長（兼）室長

交通事故がきっかけで社会福祉法人愛恵協会に入職。そ
の後、滋賀県社会福祉事業団に転職。

平成17年より、発達障害者の生活支援事業を担当し、

平成26年には、発達障害者の日中と生活の支援を一体
的におこなうジョブカレの事業を担当。
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第3章

｜ 総括

佐倉 武（社会福祉法人グロー（GLOW）  法人本部企画事業部  ケアサービス推進課）

石田 瞳（社会福祉法人グロー（GLOW）  法人本部企画事業部  ケアサービス推進課）

私は2019年4月より現在の部署に配属となりました。それ以前は、障害福祉の現場で

今年度の地域ケアサービス推進事業では、芸術をきっかけに、障害のある人、特に制

主に在宅で生活される知的障害の人の生活支援を10年以上してきました。そこでたく

度のはざまにある人たちの生活ニーズに着目し、様々な場面へのアクセシビリティの

さんの障害のある方と出会い、同じ障害でも一人一人に個性があり、身体に合わせた介

向上を図る支援のあり方について研究を行いました。

助方法や、コミュニケーションの仕方などそれぞれ違うことを学びました。

NO-MA の企画展を会場に、当事者や支援者と連携し、
「高次脳機能障害」
、
「盲ろう」
、

そして、現在の部署に配属になり、障害のある方のアクセシビリティ（社会参加のしや

「発達障害、知的障害」の方々ともに楽しむ芸術鑑賞会を実施しました。鑑賞会では、

すさ）について考え、実践することになりました。鑑賞会の企画を通じて、支援者や支

障害特性に配慮した様々な工夫を取り入れたことに加え、交流や共感の場が生まれ、

援者からお話を伺う中で、福祉制度のはざまに置かれている人たちや、その特性への理

また、そのような場を求める声が当事者、支援者、一般参加者から多く寄せられまし

解が進んでいないことから福祉サービスが届きにくい状況にある人も少なくない現状に

た。結果として、鑑賞会の場には、
「カルチュラル・デモクラシー」があったというこ

直面しました。しが盲ろう者友の会の支援者からは誰とも出会っていない、ひきこもり

とが示唆されたとも言えます。カルチュラル・デモクラシーとは、すべての人が文化

状態にある盲ろうの方が滋賀県にはまだまだいらっしゃることを伺いました。また、高

を作る、また鑑賞する実質的な選択の自由を持つ状況、つまり、誰もがそれぞれの方

次脳機能障害の方の支援者からは、高次脳機能障害になった方の退院後の受け皿が滋賀

法で芸術を楽しむことができることを指します。

県にはまだまだ足りないことも伺いました。福祉サービスがあっても使えるサービスの

本研究を通して障害のある人のアクセシビリティの拡充とは何かを考えたとき、それ

存在を知らない人や、担い手が少ないことからサービスを利用できない人もいます。

は、誰もがそれぞれの方法で社会参加できる状況を実現させることであり、そのため

今回の研究では芸術鑑賞会に足を運んでいただくことをきっかけに困りごとやニーズを

に必要な関係性を発展させていくことだと考察できます。単に必要な支援を一方的に

探りました。私はこれまで培ってきた福祉的な観点からどのような配慮や工夫があれば

提供するのではなく、カルチュラル・デモクラシーに見られるように、誰もが参画者

楽しんでいただけるかを考えました。当事者や支援者から直接お話を伺うことで、わか

となり得る、互いの権利を認め合う関係性を築いていくことが求められているように

りやく伝える方法や移動面や階段や段差などの環境面、音や光などの刺激が及ぼす影響

思います。そのような関係性を育むことにより、当時者の目線から社会の「基準」を

についても考えました。

変えていくことがアクセシビリティの向上を図るうえで重要なのではないでしょうか。

昨今は合理的配慮や情報保障の進展、テクノロジーの進歩から様々なサービスや仕組み

芸術をともに楽しむことで導き出される支援のあり方をもとに、今後も当時者や支援

ができました。しかし、どれだけ仕組みや環境が整っていてもそのことを知らないと意

者と互恵的な関係性を継続的に築き上げていき、誰一人取り残さない共生社会づくり

味がありません。機械ではなく、直接人を介してしか情報を得られない人もいます。ま

に向けて、アクセシビリティの拡充に取り組んでいきたいと考えます。

た、コミュニケーション方法も音声、手話、点字、文字、絵、写真など人によってそれ
ぞれ違います。まずは情報を知ってもらうことが根底にあり、その情報を届けたい人に
合わせた方法で伝えることが重要ではないかと感じました。そして、次にその場が安心
して過ごせる環境であり、障害について理解のある人がいる。そこではどんな人でも自
由に情報を得ることができる。それらが揃ってアクセシビリティの向上につながるので
はと考えます。引き続き NO-MA をモデルとして、他の場面にも広めていけるよう実践
し、検証していきたいと思います。
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