
                                                                        

  

 

発達障がいを個性としてとらえ、地域全体で支えあ

えるしくみづくりの重要性を発信することを目的に

子育て支援フォーラムを開催、星山麻木さん（明星大

学教育学部教育学科教授）の講演と、18年11月より

稲城市で児童発達支援、放課後等デイサービス事業の

取組みを始めた「生活クラブ あのねのお家」の施設長、

中村美穂子さんから活動報告をしていただきました。 

●●●●星山星山星山星山麻木麻木麻木麻木さんさんさんさん講演講演講演講演・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    

誰もが発達障がいの要素を持ってお

り、その度合いや現れ方が違うだけ。 

しかし、一定の基準内にいるのが「普通」

イコール多数派となり、そこからはみ出

す少数派は生きにくい。日本の教育の場 

では１つの平均的基準に焦点を合わせてカリキュラ

ムが作られているので、その基準からはみ出す子ども

は否定され、学校になじみ難く、多数派による少数派

のいじめも起こる。排斥の構図ができあがりまったく

インクルーシブではない。  

人間の力はデコボコで人と違うことは才能である。

それを生かしていくことで豊かな社会ができる。効率

重視の教育はやめよう。 

子育て支援フォーラム 2018 開催報告 2019 年 3/23（土） 
“ふつう”ってなんだろう？発達のでこぼこはその人の個性  ＊＊アビリティクラブたすけあい(以下 ACT)は＊＊ 

生活クラブ東京の地域福祉政策として、1992 年、

東京全体を活動基盤とする地域福祉の実践組織とし

て生み出されました。 

「歳を重ねても、何らかの障害を持っても、誰もが

自分らしく安心して暮らせるまちづくり！ 皆で力

を出し合い、様々なしくみをつくっていこう！」そん

な思いを持ち活動開始！ 

以来、共感する生活クラブ組合員はじめ地域で暮ら

す市民が会員となって、ACT の活動を進めています。

会員のかかわり方は、年会費を出して応援する会員、

直接地域のしくみにかかわる会員などなど・・・様々

です。現在、東京で約 6000 人の会員組織です。 

26 年間のこれまで、地域に創ってきた安心のしく

みは、〝ACT つながるケア（自立援助サービス事

業）″などを提供する「たすけあいワーカーズ」31

自治体３３団体、〝介護保険制度のケアマネージメン

トや相談事業などの「NPO・人とまちづくり」7 自

治体など、そして〝居場所（ほっとスペース）″を中

地域地域地域地域 AAAAＣＣＣＣTTTT 構想構想構想構想で緩やかにつながろうで緩やかにつながろうで緩やかにつながろうで緩やかにつながろう    

●●●●中村美穂子さん報告中村美穂子さん報告中村美穂子さん報告中村美穂子さん報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    

ニュータウンでの孤立した子育て、わが

子の育てにくさから「発達障害」を学んだ。

周囲には子育てのつらさを訴える複数の

子育て仲間の存在があった。生きる権利、 

育つ権利、護られる権利、参加する権利の 4 つの子ど

もの権利を保障するためには、個々の家庭の自己責任に

帰すのではなく、社会全体での支援が必要。 

当日は生活クラブ組合員やたすけあいワーカーズの

メンバー47 人が参加、参加者からは「どれだけ普通に

寄せようとしていたかそれが本人を苦しめていること

なのか、ほんの入り口だと思うがそれが分かったことだ

けでも良かった。多くの人に知ってもらいたい。」「自分

の子どもが他の子どもと同じじゃなくていいんだと思

うことができた。子どもの個性を生かしていける母親に

なり、自分も輝く人生を送っていきたいと思う。」など

の感想が寄せられました。八王子では星山先生に学んだ

母親たちがボランティアで学校に支援に入りはじめ、

630 人が活動しているとのことです。このような地域

の活動を育てていくことがとても重要と感じました。 

   インクルーシブ事業連合事務局 平岡晴子 

   人と人、地域をつなぐ「まちの縁がわ」活動のための基礎講座。「まちの縁がわ」をこれから人と人、地域をつなぐ「まちの縁がわ」活動のための基礎講座。「まちの縁がわ」をこれから人と人、地域をつなぐ「まちの縁がわ」活動のための基礎講座。「まちの縁がわ」をこれから人と人、地域をつなぐ「まちの縁がわ」活動のための基礎講座。「まちの縁がわ」をこれから    

作りたい方、拡げていきたい方、作りたい方、拡げていきたい方、作りたい方、拡げていきたい方、作りたい方、拡げていきたい方、    コミュニケーション力をＵＰさせたい方も是非受講ください。コミュニケーション力をＵＰさせたい方も是非受講ください。コミュニケーション力をＵＰさせたい方も是非受講ください。コミュニケーション力をＵＰさせたい方も是非受講ください。    

定 員：各講座 先着40名 

締 切：一次締切6月14日（金） 二次締切 8月23日（金） 

参加費：ACT会員は全講座無料！ ACTには当日会員登録できます（年会費3,000円）  

※一般は1講座1,000円 全９講座参加の方は8,000円 １講座から申し込み可能  

会 場：NPO法人アビリティクラブたすけあい 会議室 （地下鉄中野坂上駅から徒歩7分）  

中野区本町 1-13-18 大新 NS ビル２F 
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6/27(木) 

 

 

10:00- 

12:30 

①コミュニティケアと 

ACT安心ネットワーク構想 

NPO法人アビリティクラブたすけあい 

理事 織田 由美子さん 

13:30-

16:00 

②支え合う結びあう人たち 内山 節さん 

NPO法人森づくりフォーラム 代表理事 

 

7/12(金) 

 

 

10:00-

12:30 

③利用者のニーズを理解する 檜谷 照子さん 

保健師 

13:30-

16:00 

④自立援助とコーディネーターの役割 NPO法人アビリティクラブたすけあい 

理事 豊泉 惣子さん 
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門門門門

講講講講

座座座座    

 

9/6(金) 

 

10:30-

12:30 

⑤現在の子育て事情/地域の子育て支援 小原 聖子さん 

NPO法人 ゆったりーの代表 

 

10/11(金) 

 

10:30-

12:30 

⑥認知症本人と家族をささえる NPO法人アビリティクラブたすけあい 

SPSD研究会 香丸眞理子さん 

14:00-

16:00 

⑦精神疾患に含まれない 

心の障がいへの理解 

春日 武彦さん 

成仁病院 院長 精神科医師 

 

11/18(月) 

 

10:30-

12:30 

⑧まちの機能ほっとスペース構想 NPO法人アビリティクラブたすけあい 

理事 土田 さち子さん 

14:00-

16:00 

⑨発達障がいの理解  星山 麻木さん  

明星大学教育学部 教授 

★問い合わせ・連絡先：NPO法人 アビリティクラブたすけあい 事務局 井上   

TEL/03-5302-0393  FAX/03-5302-0394    

参加者募集中！ まちの相談パートナー養成講座    

心とした「ワーカーズ・まちの縁がわ」10 自治体 11

団体です。それぞれの団体は ACT 運動グループとし

て、東京全域で連携しながら、かつ各地域でもまちづ

くりの視点を持ち生活クラブ運動グループ地域協議

会の一員として活動しています。 

＊＊地域 ACT は自治体ごとの ACT 会員の 
ゆるやかな組織体＊＊ 

各地域には、ACT 運動グループの各組織で直接活

動する会員だけではなく、ACT の理念に賛同する、

たくさんの会員がいます。 

地域 ACT として、自治体ごとの会員の思いやニー

ズを日常的に受発信できたり、会員相互が緩やかにつ

ながり合うしくみを、〝地域 ACT コーディネータ

ー″を要として創ります。会員のニーズの実現は、ま

ちの安心のしくみづくりに繋がります。地域での課題

などを東京として集約していきます。昨年度は 3 地域

モデルが始動しました。まだまだこれからの活動です

が、モデルを拡げ実現していきます。 

NPO 法人アビリティクラブたすけあい 

理事長 池口葉子 

 

                               

 

 

1．地域ACT は自治体ごとのAC 会員

の組織体です。 

2．会員のゆるやかなつながりをつく

り、活動参加をうながし、たすけあ

いのしくみづくりをはかります。 

3．ACT 地域コーディネーターをおき、

人、モノ、カネ、情報のマッチング

とコーディネートを行い、地域の公

的・私的資源の活用をはかります。 

4. 地域協議会に参加し、「市民による

市民のための安心ネットワーク構

想」の実現化に向け、地域協議会ご

とに策定した市民版福祉計画に沿

って暮らしやすい安心のまちづく

りを進めます。 

5. ACT 運動グループに留まらず、必

要に応じ生活クラブ運動グルー

プ、生活クラブコミュニティ、自治

体内の公的、地域資源ともコンタ

クトを取りコーディネートしま

す。 

 

地域ＡＣＴ地域ＡＣＴ地域ＡＣＴ地域ＡＣＴイメージ図イメージ図イメージ図イメージ図    

初めての地域ＡＣＴが 3 月 28 日、文京区に誕生しました。必要なものは自分た

ちで創っていこう！が生活クラブ＆ＡＣＴ流。まず仲間を増やすから活動スタート！ 

年齢・性別・障害の有無・LGBT 等の様々な個性や特性を尊重・理解し、助け合

いながら、誰もが「ここで生きていきたい」と思えるまち、一人ひとりが自分にでき

る役割を持ち、その人らしく生きていけるまちを目指し活動していきます。              

NPO 法人アビリティクラブたすけあい理事 相原光子 

 

まちの縁がわ 

人とまちづくり 

居宅介護支援 

たすけあい 

ワーカーズ 
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サークル 
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コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター    

 

東京ワーカーズ 

東京ワーカーズ 

生活クラブ  

まち◯◯ 

 

生活クラブ 

コミュニティ 
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公的資源公的資源公的資源公的資源    

地域の資源地域の資源地域の資源地域の資源    

東京ワーカーズ 

生活クラブ運動グループ地域協議会生活クラブ運動グループ地域協議会生活クラブ運動グループ地域協議会生活クラブ運動グループ地域協議会    

文京文京文京文京ＡＣＴＡＣＴＡＣＴＡＣＴ
あ く と

    

誕生！誕生！誕生！誕生！    


