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平成29年度

新任職員研修会

江東区亀戸福祉園

桑島

報告

直之

６月23日（金）
、24日（土）に神奈川県足柄郡
いこいの村あしがらにて、「将来を見据えて今を
考える〜本人中心の支援のために〜」をメイン
テーマとし、平成29年度新任職員研修を開催し
ました。70名の新任職員のみなさんが参加しま
した。
１日目
「支援者としてのビジネスマナー」
研修の最初は一般企業での研修やキャリアカウ
ンセラーとしてもご活躍されている M s ライフデ
ザインの南幸惠氏に講義をしていただきました。
グループ分けされた初対面の受講者同士、１分
間で自己紹介ができるようにスピーチのポイント
をまとめ、自己紹介を行いました。その後、グルー

１日目〜２日目
「本人中心の支援とは」
続いて、日本福祉大学教授

綿祐二氏に講義を

していただきました。

プ内で自己紹介において自分が伝えたかったポイ

まず受講者の自己覚知から進めていき、障害者

ントを十分に相手に伝えられていたかなどを

とは、支援とは、という内容について講義が進め

チェックしました。また、受講生に鏡を配布し、

られました。その中で、
「利用者支援は常に考え、

笑顔の作り方を行いました。口角（口の両端）が

悩み続けていく仕事であり、それを語り合う事の

自然に上がっていることが笑顔のポイントで、自

できる仲間がいることが自身の支えになってい

然な笑顔は利用者支援に良い影響を与えることを

く。
」との話がありました。また、講義の中でニー

教えて頂きました。その他にもお辞儀の作法や言

ズについての考え方についてもお話しいただきま

葉遣い、挨拶の意味など社会人としてのマナーを

した。講師である綿氏はいくつもの施設を経営さ

教えて頂きました。

れている立場でもあるため、それぞれの事例や事

この講義を通じて、私たちの仕事はコミュニ

柄などを受講者が現場における自分をイメージし

ケーションや表情・笑顔・姿勢態度が重要である

ながら学んでいくことのできる講義となりました。

ことを教えて頂きました。
≪参加者の声≫
≪参加者の声≫

・
「リアルニーズ」
、
「フェルトニーズ」
、
「ノーマティ

・緊張していたが、先生の言葉や１分間自己 PR

ブニーズ」について、
「ニーズ」という言葉の定

をすることで、とても楽しい時間となった。挨

義が、
「糖尿病」の利用者さんがおまんじゅうを

拶の角度や、言葉遣いなど、理解していない重

食べたいという要求、を例に出して頂いたこと

要なことを学べた。具体的に伝えることや、相

で理解しやすかったです。答えがない中で納得

手より少し丁寧な言葉を意識して業務に取り組

してもらえるように動くという、普段行ってい

みたい。

ることを改めて言葉で言われ、より利用者のニー
ズについてもっと意識しなければと思いました。
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１日目〜２日目

２日目

「グループワーク」
綿氏に引き続き講師として入っていただき、１

「今までの障害者福祉とこれからの障害者福祉」
最後に社会福祉法人同愛会 練馬区大泉福祉作

つの事例を通して支援者としての立ち位置や考え

業所

施設長

方、ご本人、ご家族へのアプローチの方法等につ

ました。

古山恵治氏に講義をしていただき

いてグループワークを行いました。受講者は法人

日本における障害者福祉の歴史について神話の

や施設、事業形態が違うメンバーと共に本人中心

世界の話や糸賀一雄氏の「この子らを世の光に」

の支援とはどのようなことなのかという大きな

の考え方についてなどの話を交え、過去の歴史を

テーマに向けて、活発に意見交換を行いました。

踏まえながら現代の障害者福祉制度にいたる流れ

また、２日目には改めて綿氏より、
『本人中心の

について受講者にわかりやすく講義していただき

支援とは』について講義をしていただきました。

ました。古山氏は現場経験も豊富であり、実例を

その中で、多角的な観点から支援を組み立てるだ

挙げた話も多く、受講者も身近なところから話を

けでなく利用者のライフステージの変化にも着目

伺う事ができたようです。

し、５年、10年、そしてその先のご本人をイメー
ジしていくことの重要性についてお話いただきま

≪参加者の声≫

した。これらの内容を含めて、再びグループワー

・自分はあまり、歴史等に興味を持っていなかっ

クを行い、各グループ試行錯誤しながら、それぞ

たが、先人が残したものから、今の福祉の仕事

れから出された意見をまとめていました。このよ

をしていることができると感じた。学ぶ努力が

うに、２日間活発に意見交換をし、充実したグルー

必要と感じた。

プワークとなったように感じました。

・これからも福祉は変わり続けていくと思うので、
私自身も変わり続けたい。

≪参加者の声≫
・実例をあげて、利用者さんの生活やこの先の未

・障がいの重い人でも、
自分のできる精一杯をやっ
ている。それを見つけられるかどうかは、支援

来や安全について考えた。綿先生が色々とポイ

者の目。
相手の気持ちをわかろうとしているか、

ントをあげて話をしてくださり、普段支援して

諦めたらそれまで、
まさにその通りだと思った。

いる中で気がつかないような事を学べた。
・皆の意見がバラバラでその中でどの様に意見
（支

以上で２日間にわたる研修が終わりました。宿

援）をまとめて行くか悩み、相手の意見を受け

泊を伴う研修ということもあり、参加者同士が良

入れつつ、自分の意見もきちんと伝える事の大

い連帯感を持つことができる機会となりました。

切さを学んだ。
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児童施設分科会学習会報告

「発達障害児及びその家族・支援者への愛着臨床アプローチ」
児童施設分科会代表幹事

７月25日、日本社会事業大学社会福祉学部福祉援助学
科教授 藤岡孝志氏を講師にお迎えして「発達障害児及
びその家族・支援者への愛着臨床アプローチ」と題して、
児童支援の中心になりつつある知的障害に発達障害を伴
う児童に対する特に愛着形成の側面から講演していただ
きました。当日の参加者は、入所施設から９名、通所施
設から12名の計21名でした。
講演は、とても柔らかな語り口でご自身の障害児との
関わりから自閉スペクトラム症の感覚過敏、愛着行動、
そして愛着臨床アプローチへと展開されていきました。
DSM-5で感覚過敏が明記されたこと、子どもの支援で
話題にあがる偏食に関して私たちの考える偏食とは違っ
た感覚を持っていること、それ故にその子の立ち位置で
一緒に感じる、子どもの眺めているものを通して子ども
を理解する「共同注視（ジョイントアテンション）」が
大切であると話されました。
愛着障害という言葉からは、その子の抱える支援者が
問題と捉える事柄に目や意識がいきがちになります。し
かし愛着とは、「自分以外の人に助けを求める子どもか
ら発動されるもの」と捉え、そのことができるかどうか、
支援者は助けを求めて貰える存在となるためにどう関わ

友愛学園児童部

内山

敏

れるか、子どもから助けを表現して貰えるような関わり
のできる支援者となることが求められています。援助・
支援の要点は５つあるが、「有用性（利用者にとって、
援助者が役立つ存在であることを意識し、伝える）『役
立つ』力」が一番大切です。逆に「FR 行動（おびえた
ような／おびえさせるような行動）
」は愛着行動の出現
を阻害するので注意しなければいけません。そして愛着
臨床アプローチにとても大事なところは、
「誰と」の「と」
です。子どもも親も「誰と」満足感を得ているか、日常
の繰り返しの中にこそ、
「真実」があると話されました。
実際の支援現場では、この職員のときはよく食べるな
ど職員によって子どもの行動に違いが見られますが、
「私
のときにはこんなことがあった」ということを共有して
いくことで職員のメンタライゼーションが高められます。
職員の多様性、子ども側にある多様性の理解、チームで
支援にあたる中でトータルとして「人って大丈夫なんだ」
と子どもが理解していけるように考える、という言葉は
改めて基本的なことを示唆いただいたと感じています。
参加した皆さんが各事業所に持ち帰り活かしてくれる
ことを念じつつ、藤岡氏にお礼を申し上げ、報告といた
します。

利用者支援研究会

保健医療スタッフ・支援スタッフ学習会報告
〜チームで連携を〜
澄水園

平成29年７月１日（土）に、平成29年度利用者支援
研究会第４回学習会を行いました。以前からの保健医療
スタッフ会学習会アンケートより、看護師は一人職場に
近い状態であり、誰に相談したら良いか分からない等な
かなか連携がスムーズに出来ていない現状が出されてい
ました。また、利用者の方々の支援にあたり、重要なの
が支援スタッフ・看護師のみならず多くの職種の方と如
何に連携しながら支援に繋げるかだと言われていまし
た。そこで、今回の学習会では保健医療・支援スタッフ
会共催での学習会をし、また、コーディネーターと言わ
れる立場の方も呼ばないで、両スタッフ会幹事だけで学
習会を企画する新しい試みともなりました。事前にグ
ループで討議するテーマを決め、このグループが一つの
チームとし合意のもと最善の方法を導きだしてもらいま
した。課題テーマは以下の２点。
※誤薬に関して〜特に施設入所支援の事業所では朝食
時・夕食時の看護師不在時に多発。
飲み間違えや落薬等、いろいろな場面を想定しての
検討。
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三井

守哉

※糖尿病等、持病の有る方の食事コントロールに関し
て〜どうしても甘い物をいっぱい食べてしまう習慣
が抜けきれず、主治医・ご家族からも食事コントロー
ルの徹底の希望が有る状況で、どのように支援に繋
げられるか検討。
当日は、施設入所・通所系事業所に分かれて、また、
看護師や支援スタッフ等の多くの職種の方が混じって６
グループに分けれ議論を行いました。それぞれのグルー
プで、今、実践されている事例が上げられましたが、キー
ポイントとなるのは多くの職種間の連携や信頼関係があ
るかどうか。連携や信頼関係がなければ、システムを構
築しても上手く機能しないとと言う事。そして、連携や
信頼関係を築くには、スタッフ間同士が 個々の気持ち
を大切に 話し をする事では無いでしょうか。参加者
の方が思いや気持ちを大切にしながら、各事業所で積極
的に話しをする時間を持とうと感じて頂けたら幸いです。
最後に、保健医療スタッフ会では幹事の募集も行いま
した。ぜひ、横の繋がりを持ちたいと言う方は、私達と
一緒になって協力して頂ければと思われます。

東京都社会福祉協議会とは
今、この「かがやき」をお読みになっているみ

ま た、 ボ ラ ン テ ィ ア や 市 民 活 動 の 推 進、

なさんは、東京都社会福祉協議会（以下、東社協）

NPO の設立や運営のご相談などにも応じて

と聞くと何を思い浮かべますか？研修を行ってい

います。

るところ、情報を発信しているところなど、さま
ざまなイメージをおもちのことと思います。

③

ネットワークの構築と協働
約4,000の団体・施設・事業所が会員とし

東社協は、都道府県社会福祉協議会として、区

て地域福祉や福祉サービスの向上に向けて活

市町村社会福祉協議会をはじめ、社会福祉を目的

動しています。会員は区市町村社協部会を始

とする事業・活動を行う福祉施設や事業者、福祉

め、業種ごとに19の部会を組織しており、

団体、民生児童委員、行政組織、ボランティア・

知的発達障害部会もその中の１つです。部会

市民活動団体、企業などによるネットワークを通

活動の中では、提言活動や研修の企画・運営、

じて、地域福祉の推進に取り組んでいる公共性の

調査研究などを行っています。今、みなさん

高い非営利の民間組織です。東社協では、さまざ

のお手元にある「かがやき」も部会の中で作

まな事業を実施していますが、５つの柱に沿って

り上げられたものです。

いくつかの事業をご紹介したいと思います。
①

このほか、社会福祉法人と区市町村社協との協

都民の安全・安心と自立生活の支援

働による地域公益活動の推進や調査研究、提言活

地域福祉権利擁護事業や成年後見制度の活

動など、東京の社会福祉の向上に向けて幅広く取

用促進、福祉サービス事業者への苦情対応の

り組んでいます。

他、生活福祉資金貸付事業なども行っていま
す。
②

ホームページもありますので、ぜひご覧になって

福祉水準の向上と幅広い参加の促進

ください。

都内の施設運営全般に関する相談や退職共

HP：https://www.tcsw.tvac.or.jp/index.html

済制度・福利厚生事業の実施、福祉人材の確

Facebook：https://www.facebook.com/

保・定着・育成に向けた事業を行っています。

soumu.kikaku.toushakyo/
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お祭り紹介
社会福祉法人章佑会

江戸川区立虹の家

「29年６月４日（日）第30回
【虹の家の紹介とまつり】
江戸川区立虹の家は、都立児童学園として発足
し、その後江戸川区へ移管され知的障害者通所更
生施設となった定員90名の生活介護施設です。
平成26年度より、社会福祉法人章佑会が指定
管理業務委託により運営を行っております。
今年の虹の家まつりは、30回の節目の年でも
ありテーマを「ありがとう」に決めました。今ま
で続けてくることができたのも、地域の皆様のご
理解、ご協力のおかげだと思っております。その
感謝の気持ちを込めて、たくさんの「ありがとう」
をお伝えできるように８か月前から実行委員会を
発足し、利用者・保護者・職員共に準備を進めて
まいりました。
【まつり当日】
まつりでは、他施設の出店・バザー・演芸・パ
ントマイ
ム・バトン
トワリング
といった多
彩な催しが
あ り ま す。
今 回 は、
30回 目 特
別ゲストと
して、障害
ボッチャ体験

虹の家まつり」

のある方と共に結成されたバンドもお招きし、
「手
のひらを太陽に」などを生演奏してとても盛り上
がりました。
他にも、
パラリンピック正式種目の「ボッチャ」
の体験コーナーには、ロンドンパラリンピック代
表選手、秋元妙美さんにゲストでお越し頂き好評
でした。
また、
利用者が売り子になってポップコー
ン販売を行い、お客様に出来たてを提供し、大変
喜ばれました。そして、まつりの最後を飾ったの
が、風船セレモニー「空に虹をかけよう」です。
来場者・利用者・ボランティア・職員、みんなで
感謝の気持ちを込めて、一斉に色とりどりの300
個の風船を放ちました。青空に浮かぶ風船はまさ
に
「虹」
のようでした。たくさんの方に支えられて、
盛大に開催できたことを職員・利用者・保護者一
同感謝しております。これからも、地域の一員と
して皆様
との交流
を大切に
していき
たいと思
いますの
で、よろ
しくお願
い致しま
す。
みんなの思いをのせて

社会福祉法人東京都知的障害者育成会

北区立あすなろ福祉園

「あすなろ祭」
【北区立あすなろ福祉園の紹介】
更されました。平成21年度より指定管理となり、
北区立あすなろ福祉園の前身は、昭和32年開
社会福祉法人 東京都知的障害者育成会が運営し
設の「都立北児童学園」です。
ています。成人対象の施設になってから40年とい
その後、昭和52年に
「北生活実習所」へ移行し、 う、歴史ある施設となりました。
昭和55年に東京都から北区へ移管。平成５年に法 【今年のあすなろ祭も大盛況】
今年度は９月２日にあすなろ祭を開催しまし
内化とあわせて「北区立あすなろ福祉園」に名称変
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た。開始直後までは台風の影響で雨が残り不安で
したが、昼前には青空も見えるようになり、昼過
ぎにはほとんどのショップで完売となる盛況ぶり
でした。
あすなろ祭には「つながれ ひろがれ みんな
の わ 」というサブタイトルがつけられています。
あすなろ福祉園を拠点に、地域が一体となったイ
ベントとなることを願って企画をしてきました。
イベントでは隣接する保育園とコラボレーション
し、ボランティアには高校１年生が奉仕活動とし
て参加しています。バザーを主催する保護者会の
パワフルさも圧倒的です。地元商店街の皆様も快
く宣伝活動にご協力下さっており、感謝の気持ち
でいっぱいです。

「いらっしゃいませ〜」

【生きる意味は、ここにある】
福祉施設がお祭りを開催する意義も、ここ数年
は一層深いものとなっています。東日本大震災が
発生した年からは、被災地の福祉作業所等の仕事
確保に協力する意味で、現地の自主生産品を販売
しました。そして昨年７月の相模原における悲し
い事件を受けて、重度の知的障害がある人が地域
の中で元気に生活している姿を多くの人々にご覧
いただくことが大切と考えています。今年度のあ
すなろ祭には健康福祉委員会以外の区議会議員も
多数来場されました。福祉関係者以外の方々にも
注目されている施設であることを実感する日とな
りました。

保育園とのコラボダンス

社会福祉法人睦月会

西東京市生活介護事業所くろーばー

「くろーばーまつり」
くろーばーは60名の利用者が在籍しており、
職員は48名が勤務している大所帯です。毎年夏
のくろーばーまつりを利用者は楽しみにしていま
す。
今回は土曜日開所としての開催でした。土曜日
にもかかわらず多くの利用者が参加でき、また他
事業所からの応援職員、給食業者からの応援職員、

ステージではパフォーマンス集団によるショーが開催

保護者の皆様、ボランティア……etc、多くの関
係者からのご協力いただきました。そして、近隣
の多くの市民が来場していただきうれしいかぎり
です。
模擬店で飲食物はすべて完売しました。多目的
ホールでのパフォーマンスショーには、利用者も
大喜びでした！

模擬店は多くの来場者で賑わった

販売担当の利用者と支援員
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文化・芸術活動支援特別委員会セミナー報告

「障害者アート活動について知ろう」
目黒区立大橋えのき園

笠井

功太

７月 12 日、文化・芸術活動支援特別委員

テイを行い、利用者と一緒に過ごしたことな

会より第１回セミナー「障害者アートについ

どの話を伺うことができ、「人が始めから持っ

て知ろう」が行われました。今回は、愛成会

ている力、あらゆる表現の兆しになるような、

小川由香里氏、エーブルアートジャパンの柴

表現として表出される深層の部分にあるプロ

崎由美子氏、アーツカウンセル東京の奥山理

セスを作る。」との話がありました。さらに、
「障

子氏（TURN コーディネーター、みずのき美

害者（彼ら）の存在により充実した視点を与

術館キュレーター）に登壇していだきました。

えていくことを社会化していきたい。作品の

始めに、愛成会小川氏より、芸術文化活動

プロセスを価値化する。特性や背景の違いを

の取り組みについての話しがあり、活動を行

超えて、色々な人々が出会うことを促し、こ

う目的として、芸術活動を通じた障害者への

れまで気がつかなかったことを、見つけよう

理解促進、啓発、障害のある人が製作する作

とする姿勢をやしなって行くことができるの

品の文化的価値の向上、芸術活動を通じた地

ではないか。感覚の転換こそ TURN である」

域コミュニティーの参画、コミュニティーの

との話がありました。

活性化が挙げられ、アトリエの活動やその他

最後は、トークセッションが行われ改めて

の障害者の芸術文化の推進事業についての話

「障害者アート」とは何かとの問いに対して話

を伺う機会となりました。「アールブリュット

し合う場となりました。その中で、
「障害のあ

は、イコール障害者アートではなく、芸術教

るなしに関わらず教育を受けていない人たち

育を受けていない人たちが生み出して、社会

が生みだしてきたものこそアールブリュット」

に発信することでしたが、現在アールブリュッ

であり、アートは支援者として広義の意味で

トという言葉だけが独り歩きをしている現状

考えると、支援とアートは共通しているもの

もある。
」と話がありました。

であり、自らの言葉で現場に伝えていくこと

次に、柴崎氏より話がありました。エーブ
ルアートジャパンでは、作家の発掘、作品発
表の機会を提供、サポーターの育成、著作権
や所有権に関する整備づくりに、とり組んで
おり、
「障害のある方たちの生きがい作り、豊
かな生活、社会参加、地に足のついた仕事など、
アートを通じ循環させていくことを行う NPO
団体である。
」と話がありました。
次に奥山氏から話ありました。みずのき美
術館の misson、障害者支援施設「みずのき」、
「TURN/ 陸から海へ」では、日比野克彦氏が
実際の支援施設「みずのき」でのショートス
8

が大切であると改めて考える機会となりまし
た。

利用者支援研究会 事務スタッフ学習会報告

『改正個人情報保護法と業務対応のポイント』について
ライフパートナーこぶし

小松﨑

希史子

６月30日に開催した学習会では、５月に全面

かに「病歴」
「心身の障害」「健康診断の結果」等

施行となった個人情報保護法について、有限会社

があると言われると一瞬会場がざわついたように

福祉事務企画の山本伊都子氏を講師にお招きし、

感じました。私たちの業務がいかに個人情報と密

施設職員としてまず知っておくべきことは何かを

に関わっているかを知った上で、その情報の管理

学ぶ機会となりました。

方法を学ぶことが出来ました。特に事前同意の重

事務スタッフ会としての企画でしたが、事務員

要性では、利用者だけを考えがちですが、
「職員

だけでなく施設長をはじめ支援スタッフまで様々

に対しても同様の対応が必要であること。その同

な職種の方の参加があり、今回の学習会のテーマ

意についても利用目的を特定する必要があり、本

についての関心の高さを感じました。

人の同意を得ずに第三者に提供してはいけない

配付資料は、個人情報に関する基礎知識〜法改

が、適用外の事項が４つある」と教えて頂きまし

正のポイント〜業務への影響〜具体的な安全対策

た。また、同意を得る時には、可か否になりがち

という流れでしたが、業務にすぐに影響がある社

ですが、例えば、行事で撮影した写真を市の広報

内規定の改訂のお話しから始まったことで、参加

に提供したいという場合には、「①構わない②困

者が一気に引き込まれていく様子が伺えました。

る③話を聞く、
の３択にしている施設もある」と、

社内規定の改訂をするにあたっては、「規程」に

実例を交えたお話もありました。

着手する前に、まず「方針」を改訂することが必
要とのお話しがありました。

個人情報は誰かの情報ではなく、自分の情報で
もあります。この機会に利用者も含めた大切な情

個人情報に関する基礎知識では、「個人情報は

報をどのように取り扱っていかなければならない

生存する個人の記述や記録の「物」であり、伝聞

かをしっかりと学ぶことが出来た２時間は、参加

の間で情報が変わってしまうこともあるものは対

者にとって有意義な時間になったと思います。

象外で、再現性の高いもの等が対象となること。
通常「取り扱う」と言いますが、そこには丁寧に
扱う意味が込められていること」を知りました。
業務への影響では、「要配慮個人情報」という
言葉を初めて聞く方が多かったようで、定義のな
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祭りと協働
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社会福祉法人原町成年寮

「新しい風が吹いた」町会長が町会祭りの開会
挨拶の際におっしゃられた言葉です。
地域福祉の推進に「住民参加」が欠かせないの

佐久間

敦

雪解けを実感したのは「祭り」です。
「祭り」
は男性女性問わず子供から大人まで、すべてが楽
しめるものです。
「祭り」にはそれぞれの「想い」
、

は「住民主体の原則」を大切にしているからです。

「目的」があり、ただ単に楽しむだけの為だけで

究極の主体はそこに暮らす住民自身であり、思い

なく、高齢化等で衰退化の進む地域では、
「何と

やりをもって共に支え合う「共に生きる社会作り

かして地域を活性化したい」
、地域の交流が減っ

（ソーシャルインクルージョン）
」の精神が求めら

てきた地域では、
「もっと地域の繋がりを強くし

れます。

たい」等様々な願いが込められていると思います。

言葉でいうのは簡単ですが、地域住民も福祉事

今年７月、葛飾通勤寮で行った納涼祭では町会

業所も相互理解し合い「協働」する事は簡単な事

の役員の方々を招き、８月に行われた町会のお祭

ではありません。

りには話し合いから関わり、準備、片付けと利用

原町成年寮は葛飾区立石で長年運営を行ってき

者さんと一緒に参加する事で町会の方々に、ごく

た葛飾通勤寮（宿泊型自立訓練事業）を同区東堀

ごく自然に受け入れていただいたと実感しまし

切 に 移 転 し、新 た に 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 事 業 所

た。私たちが参加した事で町会長からいただいた

「Craft」をこの春併設しました。事業所移転、開

冒頭の挨拶の一言が胸に浸みました。

設にあたり行ってきた住民説明会では、お世辞に

皆で神輿を担ぐように協力し合い福祉コミュニ

も地域の方々に諸手を挙げて受け入れられた訳で

ティを作っていくという積極的接近の重要性を感

はありません。

じたこの頃です。
＊＊次回は、葛飾しょうぶ園 寳住有徳施設長のコラムです＊＊

編 集 後 記
私がこの原稿を書いている時期に、津久井やまゆり園での事件からちょうど１年が過ぎまし
た。改めて被害に遭われた方々のご冥福をお祈りいたします。
この事件について様々な情報に触れるごとに、私たち障害者支援に携わる人間とその他の
人々との隔絶を感じます。特に WEB 上（匿名掲示板や SNS 等）の顔が見えない媒体は、
「犯
人はよくやった」「障害者は生きる価値がない」その他もっと胸の悪くなるような発言であふ
れています。犯人が元職員であり、利用者や現場の実情をよく知った上で犯行に及んだと思わ
れることが、犯人の主張に説得力を与えてしまっているようです。
こういった発言を「正しさ」だけで押さえ込もうとしても、抑圧の捌け口として匿名の媒体
を選ぶような人々は、反発を強めてしまう危険があります。かといって、このような発言をた
だ許すことはできません。
犯人の行動と発言によって、私たちを取り巻く亀裂は明るみに出され、大きく広げられてし
まいました。この亀裂を埋めるために自分に何ができるのか、考えていきたいと思います。
（M）

10

