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知的障害者の当事者活動の成立と展開
立岩真也1),寺本晃久2)
The emergence and expansion of self‑helplself‑advocacy groups

by people with intellectualdisabilities

People with intellectual disabilities have organized by themselves and take an action in

various spheres. They organize,for examplejor improving their living conditions, advocating

their rights, working as community members, or enjoying leisure. We examined the activities
by people with intellectual disabilities and how they have expanded.
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当事者活動の成立

一欧米における一

｢ピープルファースト｣などと言われてい

知的障害のある人々が,自分たちでグルー

る.その活動についての立ち入った分析,ま

プを作り,さまざまな局面で社会的に活動す

た当事者(組織)を支援するということのに

るようになってきている.自分たちの生活を

現われる困難についての考察は別の課題と

向上させるために,権利を守るために,地域

し,本稿では,知的障害者自身の組織的活動

の一員となって働くために,余暇を楽しむた

が現われてきた経緯を概観する.何がいつ

めに,各地で集まっている.こうした組織･

あったという事実の提示と関連文献の紹介に

活動を,欧米では｢セルフアドヴオカシー･

重点を置くもので,きわめて限定された範囲

グループ(self‑advocacy group)｣ ｢セルフア

を扱うにすぎない.だが,紙数の制約がある

ドヴオカシー･ムーブメント｣あるいは

中で中途半端に全体を論ずることに意義があ

｢ピープルファースト(people first)｣など

ると思えない.また,ここ数年の事実を事実

と呼んでいる.日本でよく使われる言葉とし

として示し,関連文献をまとめて掲載してお

ては｢当事者活動｣がある.その他, ｢本人

くことは,この領域に関心をもつ人に有用だ

活動｣ ｢当事者運動｣とか,アメリカに習い

ろうし,本格的な調査･考察のための前提的
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な作業としての意味はあるだろうと考える.

るのである.また,権利擁護は常に当事者か

なお,この『紀要』の性格上第一著者が立岩

ら出発しなければならない,そうでないと自

になっているが,本稿は寺本の修士論文(寺

己の生活や決定自体すら危うくなる可能性が

本[1997al)のごく一部にいくらか手を加え

ある,このように把撞することから｢セル

たものであることをお断わりしておく1).

フ｣･アドヴオカシーが掲げられた.また,

知的障害をもつ当事者自身による活動

これは第一には個々人がそれぞれに実践して

は, 1960年代,スウェーデンの｢全国知的発

いくことであるが,同じような境遇にある人

達障害者･児童･青少年･成人協会｣ (PUB

同士が寄り集まって論議しあうことによっ

※,当時は親の会) 2)の中での当事者達の自

て,自らの状況を把握し,問題を共有するこ

主的な活動に端を発する.最初はレジャー･

とができ,セルフ･アドヴオカシーが阻害さ

クラブとして始まったものが,意思決定や会

れている人や困難な人に関しても,集団とし

議を開くためのトレーニングを目的とするよ

て何かを行うことによって,また相互にその

うになっていった3). 1968年に初めて当事者

技術を学びあうことによって,セルフ･アド

による会議が開かれ, 20名の参加者によっ

ヴオカシーを実践することがより容易にな

て,余暇活動についての話し合いがなされ

る.ここに,当事者の｢組織｣化の意味があ

た.1970年には2回目の会議がもたれた｡各

る. 4)

郡から選ばれた各2名づつの代表者と,デン

1970年頃,このセルフ･アドヴオカシーの

マークからのオブザーバー2名によって, 3

思想や実践は,ノーマライゼーションの考え

日間開催された.そこでは余暇活動,居住施

方とともにヨーロッパや北米に波及していっ

設での生活,労働問題の各分野に関する討論

た.1973年に,英国で｢私たちの人生(Our

が行われた. (Wolfensberger [1981‑1982 :

Life)｣という集会が開催されたが,あるカ

275])

ナダの専門家がそこに参加し,まもなく,同

つまり,このころ既にセルフ･アドヴオカ

様の集会がカナダのブリティッシュ･コロン

シーとそれを実現するための活動が編み出さ

ビア州で行われた.翌1974年,この会議に参

れ,定着してきていたのである.セルフ･ア

加したオレゴン州の当事者達が,オレゴン州

ドヴオカシーは以来,当事者活動にとって非

セイレムで米国で初めて当事者の集会"We

常に重要な概念であり続けている.これはい

Have Something to OfferMを持った.ここに

くらか幅広い事柄を含む概念である.基本的

560人もの参加者が集まり,どうやって地域

には｢自分の権利を自分で護ること｣とされ

で暮らすか,知恵遅れと呼ばれたときどうす

るが,法的な手段を行使して自らの権利を護

るか,といった分科会が開かれた.全体会で

ることだけでなく,たとえば身辺に関わる決

は,当事者達がマイクを持ち,声を上げた.

定を自分で行うこと等,日常的な自己主張の

このとき,ある当事者が, ｢知恵遅れ(re‑

権利についてもしばしば使用される.その些

tarded)｣や｢障害者(handicapped)｣では

細な事柄についての決定をする｢権利｣もし

なく, ｢私はまず人間として扱われたい(I

ばしば剥奪されてきたことに対し,剥奪状況

want to be treated like PEOPLE FIRST)｣

に抗して,日常生活に関わる事々を決定する

と発言したことから,ピープルファースト※

｢権利｣を自らに取り戻すことが望まれてい

という名称が生まれた.ここから,ピープル
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ファースト･オブ･オレゴン他16のグループ

FUB全国大会からそれが実現した.84年に

が発足した(Shapiro [1993 : 195‑197],

は,オーケ･ヨハンソン7) ※が当事者とし

Longhurst [1994 : 4], William & Shoultz

て初めて全国理事に選ばれた. FUBでは,

全国理事会の下に設けられている各種委員会

[1982]).

その後,カナダではブリティッシュ･コロ

のひとつとして当事者代表委員会が存在して

ンビアの他,アルバータ州エドモントンに

いたが,組織全体に対する影響力や発言力に

ピープルファーストができ, 1979年にオンタ

は限界があったために,当事者委員会の独立

リオ州で最初の組織としてプラントフォー

が考えられるようになった. 1995年になっ

ド･ピープルファーストが誕生,ピーター･

て, FUBの理事会とは別個に当事者理事会

パーク(Peter Park)※が会長となった. 1980

が誕生し,名称を｢クリッパン(Klippan)｣

年にはマニトバ州とサスカッチワン州にピー

として独自に活動するようになった. (河東

プルファーストができ, 1981年にはオンクリ

田博･多田宮子他[1995],河東田[1996:

オ州で州レベルの組織が結成された.そして

103‑6])

1991年にはカナダにピープルファースト･オ

以上のような知的障害者の運動には,以前

ブ･カナダ,米国にSelf‑Advocates Becom‑

にあった他の社会運動が影響を及ぼしてきた

ing Empoweredという全国組織が誕生した

と考えられる.たとえば,黒人による公民権

(Hutchinson

&

McGill [1992 : 59], Self‑

運動のようないくつかの運動は, ｢平等｣の

Advocates Becoming Empowered [1994 :

要求を受け入れるような社会の流れを作って

2]).世界大会や国内大会のようなものが定

きていた.また,身体障害者による自立生活

期的に開催されだしたのはこの5‑10年のこ

運動は,障害を持つ人々自身によって構成さ

とのようである.

れる組織のモデルを作った.障害者に関わる

ARC5)のリック･バーコビエンが1990年に

サービスに消費者(つまり障害者)を参加さ

行なった調査によると,こうした当事者活動

せることも重要な要素だが,これは消費者運

がもっともさかんだと思われる米国では, 40

動やセルフヘルプ運動※や住民運動に見られ

の州に374のピープルファーストやそれに類

るものである.そして,ノーマライゼーショ

似する団体があり, 10,000人が参加してい

ン※と施設退所/解体※の考え方が理念とし

る. 1987年には200, 1985年には55の団体が

て導入されているのは言うまでもない. 1950

知られていたにすぎなかった(Shapiro

‑60年代からのこうした社会運動の潮流が,

[1993 : 186]) 6).また1994年に発行された

この運動の背景としてある.

ロングハーストの調査報告によると, 505の

もちろん自己決定の原理の主張の開始は,

グループが43の州とワシントン特別区にあ

その時期を現代の方に引きつけJ.S.ミルを起

り,グループの規模は,平均して23.28人,

点におくしても19世紀には遡り,この原理は

最小で1人から最大150人までのグループが

近代社会の基本原理として既に存在する.そ

あることがわかっている(Longhurst

の意味でこの運動は｢遅れてきた｣運動なの

[1994 : 11]).

であり,自己決定･私的所有を原理とする社

なお,スウェーデンでは, 70年代以降,

会すなわち近代社会の内部に位置づくもので

FUBへの当事者参加が要望され, 80年の

あるとも言える｡ただ,この運動は,この時
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期にしか始まらなかったし,また社会に対す

人々がこうした活動に加わっていると考えら

る批判として始まった｡この一見矛盾するか

れる.

のような2つの側面をもつことをどのように

(1)当事者活動前史

解釈するかは,この運動を理解する上で,ま

日本での活動は,古くは1950‑60年代に,

たこの運動の今後を考える上で, ｢知的障害

障害者対豪の青年学級が公民館運動の中でで

者を支援する｣ことについて考えるという本

きていったことに一つの源流をたどることが

稿に続く作業を寺本が行う上で,重要な点で

できる(青年学級の活動について小林編

ある｡だがその検討を行う紙数がない(立岩

[1995] [1996]).既にそこは地域の中で障

による考察については注17に記した文献を参

害者が寄り集まれる場だった.ただ,学齢期

照していただきたい)｡ここではひとまず,

を過ぎた人々が学ぶ場という性格上,そこに

この運動に,とりわけ1960年代以降の社会批

は先生や指導員のような人がいて,そうした

判の流れに呼応する部分のあることだけを一

人々の主導で運営されていた.通勤寮や施設

一その批判がどういう質のものであったかの

の自治会やサークル活動もあったが,これも

検討は別の課題として‑確認しておく｡

職員主導であることには変わらず,当事者自
身が主体的に活動するということにはなりに

2
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くいものがあった.またレクリエーションや

以上のような欧米でのセルフアドヴオカ

趣味の活動が主だった.ただ,青年学級や施

シーの活動の歴史と現在の発展に比べると,

設の活動の中には,人手の問題などの都合も

日本では,障害を持つ人々自らが主体的に動

あったりして,当事者主導で進められるよう

き,参加し,主張していくという当事者活動

になったものもあるという.

の歴史は浅い.およそ10年ほど前から,そし

そして,親の会や施設関係の組織などの既

てもっと限定するなら1990年代に入ってから

存の組織に障害をもつ本人が参加し始めたこ

さかんになってきたと見てよいだろう.

とも重要な動きだった.育成会では,既に

全日本手をつなぐ育成会(以下各地域組織

1980年に岡山県や広島県の大会で本人達の声

を含め｢育成会｣と略) ※8)の調査では, 1996

を取り入れ始めており,同じ頃,神奈川県小

年末の時点で27都道府県に55の当事者団体が

田原市の親の会では本人会員が実現してい

あり,全国でおよそ2300名が参加, 1団体の

た.

規模は6人から250人までである(全日本手

このように個別的にはいくつかの実践が

をつなぐ育成会[1996cl).その2年前の記

あった.しかし,この試みが盛り上がってく

録では14都道府県18団体, 1年前には21都道

るのは1990年頃からである.

府県に27団体であったのをみても,数が増え

(2)既存の組織への参加

ていることがわかる(全日本精神薄弱者育成

第一に,そのころから既存の全国組織の年

会[1994: 3],元気のでる本編集委員会

次大会への積極的な参加が行われるように

[1996:116‑7]).この調査にのらないグ

なった. 1989年,金沢での育成会全国大会

ループや,組織にまでは至っていないがこれ

で,初めて本人の意見発表が行なわれた.ま

から作ろうとしている人々がおり,横やかな

た,日本精神薄弱者愛護協会の通勤寮部会で

連帯がある地域まで含めると,さらに多くの

ち,当事者による意見発表が取り入れられ

知的障害者の当事者活動の成立と展開
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た.そして1991年に東京で開かれた育成会全

盟世界大会(International League of Socie‑

国大会の本人分科会｢青年の主張｣から,本

ties for Persons with Mental Handicap‑

格的に当事者の企画･運営への参入が試みら

ILSMH ;現在はInclusion lnternationalに改

れた.準備段階から数人の当事者が加わり,

名)に5名の当事者が参加している(このと

司会も行った.全国から34人が意見発表をし

きの参加者の報告は元気のでる本編集委員会

た.そして,この時参加した当事者によって

編[1992: 9128]).この会は,各国の親の

｢さくら会｣ ※が結成された.その後彼ら

会の連盟で, 4年に1回世界大会を行ってき

は,本人分科会の発表原稿をもとに本を作っ

ているが, 82年から障害当事者も参加するよ

たり(元気のでる本編集委員会[1992]),

うになった.参加総数約2500名中,当事者は

｢精神薄弱という言葉を使わないでほしい｣

120名ほどであったが,そのうちスウェーデ

｢育成会全国大会を土曜･日曜に開いてほし

ンからほおよそ50名が参加し,日本からの参

い｣などの要望を育成会に提出したり,話し

加者はその熱心で積極的な発言に感銘を受け

合いや施設見学,勉強会,レクレーションを

た. ｢アメリカの人と,スウェーデンの人

企画したり, ｢元気のでる本｣シリーズ(元

ち,発言を,するのですが,ぼくたちは,言

気のでる本編集委員会[1993] [1995]

えなくって,ぼくは,くやしかったと,思い

[1996])の編集に加わったり,メンバーが

個別的にさまざまな場に出かけていって講演
をしたりシンポジウムのとりまとめをしたり
している9).

また,同1991年, ｢全国障害者解放運動連

ました.｣ (渡辺[1992])このころから北欧

そして北米の知的障害者との交流が始まる｡
北欧の知的障害者との交流としては, 1991
年5月に, NFPU (北欧知的障害者連盟)が

北欧の各地で4年に1回開催する知的障害を

絡会議｣ (全障連) ※の全国交流大会でも,

もつ人々の会議｢北欧会議｣ (デンマーク･

初めて｢知恵遅れの仲間｣分科会が持たれ

フェロー諸島)に,北海道の人々(当事者3

た.この部会をきっかけに,大阪の｢たびだ

名)が参加した10). 1992年8月には,ダスキ

ち作業所｣ ｢西淡路希望の家｣ ｢クリエイティ

ンが後援した海外研修｢ダスキン障害者海外

ブハウス･パンジー｣等の福祉作業所に通う

研修事業･Aチーム｣の8名の知的障害者

人達が,翌1992年9月に｢なかま会｣を結成

がスウェーデンに行って,北欧での実践を見

している(松本[1995],鍋島[1995]).

てきている(その報告書として(財)広げよ

(3)海外からの波

う愛の輪運動基金編[1993]).さらに, 1994

第二に,この前後から,いずれも関係者に

年11月, NHK厚生文化事業団の後援によ

よる企画ではあるが,当事者の参加や活動が

り, 9日間のスウェーデン本人研修旅行が行

さかんなスウェーデンや米国などに当事者が

なわれている(高坂[1995], NHK厚生文化

視察･研修に行ったり,各国の集会や世界規

事業団[1995]).その後1995年6月には,

模の大会へ参加したりする活動があいついで

フィンランドのマリエハム市で開催された第

始められた. 1990年以降の新しい動きの一つ

20回北欧会議に,日本の当事者12名を含む25

は,海外との交流が毎年のように行われてき

名が参加している(上原[1995],全日本手

ていることである.

をつなぐ育成会[1997C】).1997年秋には,ク

まず, 1990年8月のパリ国際精神遅滞者達

ラブEKOの招聴により,スウェーデンFUB
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理事のオーケ･ヨハンソン氏(一往7)が来

にさまざまな形態のグループが誕生してお

日した.

り,施設内組織,青年学級から派生したも

北米との交流としては, 1991, 1992年と,

の,既存の福祉サービスからは独立している

キャピトル･ピープルファースト(カリフォ

組織,施設関係者が関与しているがそれとは

ルニア州サクラメント市)のメンバーとフア

独立しているもの,公的な機関が関与してい

シリテ‑クーがそれぞれ来日し,東京,大

るもの,などがある14).河東田博氏は団体･

阪,奈良等を講演して回っている11). 1993年

組織の成立過程によって以下の5つに分類し

6月には,カナダで開催された第3回ピープ

ている(河東田[1996:107]).

ルファースト世界会議に,当事者約20名を含
む,総勢80名が日本から参加した12).そして

(1)施設内自治会または施設OBをも含んだ

施設関連の当事者組織

この旅行に参加した人々の多くが,各地の研

(2)既存の組織が関与した組織内当事者組織

究会に招待される等して,ピープルファース

(3)障害当事者団体の運動の広がりの影響を

トのことを語っている.また1995年度には,

日米の知的障害者交流事業(全国自立生活セ
ンター協議会※主催)として,カリフォルニ

ア州で年1回開催される｢自立生活支援会議
(supported Life Conference)｣に参加し,

翌1996年1月には,ダニエル･メドゥズ
(Daniel Meadows)氏とその支援者キャ

受けてできた当事者自治組織
(4)当事者自身の手によって作られた当事者

自治組織
(5)各地域の｢障害者｣青年学級や学習及び
レクリエーション･サークルを母体とし

た当事者組織
一番歴史があるのは先述したように(5)で40

シー･バーンズ(CathyBarnes)氏を招聴,

年ほどの歴史のあるものがある.次いで古い

各地で講演を行った13).同年6月に,カリ

(1)は,数としては最も多いと考えられるがま

フォルニアで初めての当事者による全州規模

だ実態が把握されていない. (2)〜(4)がここ数

の集会(カリフォルニア州セルフ･アドポカ

年の間に新しく現われてきたものである.社

シー会議:夢は黄金に輝く(CaliforniaState‑

会的なアピールカが強く活動への注目が高い

wide Self Advocacy Conference : The Dream

(4)の組織が1991年以降に誕生,その後(2)(3)の

is Golden))と,前年に引き続き10月に自立

組織が次々と発足している.

生活支援会議に,それぞれ関西の作業所の
人々を中心とした人々が参加している.

(4)当事者組織の拡大

また, (1)既存の組織の中に作られた当事者
組織と, (2)当事者自身の手によって作られた
当事者組織,という分類もある(Worrell

第三に,以上の動きとも連動して,客地に

[1988‑1996],河東田[1995]). (1)は主に

様々なタイプの当事者活動のグループが次々

親の会の中に作られている.スウェーデン

とできた.さくら会やなかま会のような当事

FUBの当事者代表委員会や,育成会の当事

者グループとしては,他に北海道伊達市の

者部会(東京都,飯田市,大阪市,広島市な

｢わかば会｣ (1980年発足), ｢札幌みんなの

ど),米国各地の州の知的障害者協会(the

会｣ (1992年発足),徳島県桧茂町の若竹通勤

Association for Retarded Citizens‑the

寮のOBや寮生を中心とする｢ともの会｣

ARC)に点在する組織(この種のグループ

(1993年発足)といったグループがある.他

にもピープルファーストと名乗るものが多

知的障害者の当事者活動の成立と展開
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い),カナダの地域生活協会(Canadian As‑

ミート･ザ.仙台という集会を開いた,この

sociation of Community Living)における組

ときは札幌,横浜,神戸,福岡から計8名を

織がそうである.他方(2)のグループには,北

招いた(鈴木[1995]).

米やヨーロッパで活動する(いわゆる)ピー

同1994年10月27‑29日,大阪で｢全国知的

プルファーストや,東京の当事者組織｢さく

障害者交流会｣が開かれた. ｢大阪･なかま

ら会｣などが当てはまる(河東田[1995]).

会｣の人々を中心に,東京,広島,静岡,兵

形態が異なる組織ができるのは,知的障害を

庫等からの参加者も含め,百人規模の参加が

もつ人たちを具体的に援助をしている人

あった(鍋島りヽ木[1995]).

(親･施設職員･障害者団体など)がどのよ

また1995年2月10日には,北海道内外の13

うな組織と一番関係が深いかにもよる.そし

の組織が参加し, ｢ゆきまつりシンポジウ

て‑この点は本稿では論じられないのだが
‑設立にあたっての支援,また継続的な側

ム｣と名付けられた集会が催されてもいる

面的支援のあり方によって,当事者自身に

年にかけて,さくら会が作ったような当事者

よって運営される組織が拡大し,また当事者

の声を載せた本(本稿執筆時点で未完)を

達が設立する組織が連鎖的に誕生していく.
(5)組織間交流
第四点は今述べたことに関わる.さまざま

に誕生したグループの間で定期的に交流する

(牧野他[1996]).この他, 1994年から1995

｢つくる会｣が計3回,各地を点々としなが

ら開かれた(この会合に関するエッセイとし
て石毛[1995]).

(6)展開･現況

機会が設けられたり,シンポジウムやその他

こうした動きの中で,第一点としてあげた

催しが開かれ始めた.たまたまそこに参加し

全国組織への参加ががさらに拡大してい

た人々が他地域で活動している様子に触発さ

る.1994年11月,徳島での育成会全国大会の

れて,さらに多くのグループが各地にできて

本人部会には,地元徳島の｢ともの会｣が東

いる.あるいは,古くから結成されていた当

京などの当事者組織の協力を得つつ大幅に関

事者の会がそうした新しい動きに参加するこ

わった.そしてこの大会で,初めて以下のよ

とで,より当事者主体の活動を行うように

うな｢本人決議｣ ※が総会で採択された.

なったり,会の方針や体制を変えてさてもい
る.

｢私たちに関することは,私たちを交えて
決めていくようにしてください｣

1994年5月,東京都北区の障害者スポーツ

｢私たちは,施設や職場で,言いたくても

センターに｢さくら会｣ ｢なかま会｣ ｢わかば

言えないことがたくさんあります.何か言う

会｣ ｢みんなの会｣他の人々が集い,本人達

と怒られるのではないかといつも不安やこわ

による企画･運営のもとに交流会が行なわれ

さをもっています.私たちが黙っていないで

た.これが全国的規模のグループ相互の交流

勇気をもって発言できるように,私たち自身

会としてはおそらく初めてのものである.

の会が必要だと思います.私たち自身の会を

同1994年10月29‑30臥｢昨年,仙台でひ

つくり,ふれあいの輪を広げていきたいと思

らかれた(育成会の)全国大会の本人部会が

います.私たちの思いや願いを伝えられるよ

とてもすぼらしかったので,もう一度みんな

うに,会を各地につくり,また,ひとつひと

であつまろうということで｣,仙台の人達が

つの会が集まってもっと大きな会がつくれる
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ようにしたいと思います.そのために,育成

では｢今年もこんなに名刺交換した｣ ｢また

会は応援してほしいと思います.｣

あいつに会った.げんきそうやった｣ ｢あの

｢｢精神薄弱｣という呼び方を早く別の言
葉に変えてください.決めるときには,必ず

千,かわいいなあ,紹介して｣などの会話が
耳に飛び込んできました.｣ (光増[1995])

1994年に大阪で開かれた知的障害者交流集

私たちの意見を聞いてください.｣

その他,障害が軽い人も年金を受け取れる

会は翌1995年に引き継がれ,東京での全国交

ようにすること,グループホームをつくるこ

流会｢東京で･はなし合おう会｣として実現

と,就労をすすめること,交通費の割引の対

した. 1994年同様この時にも東京都の福祉局

象をひろげること,療育手帳の規格統一と

との話し合いの場が設けられた.このとき都

いったことが決議された. (河野[1995al)

に対して, ｢何かを決めるときはわたしたち

｢意見発表｣はこれまでにもあったが, ｢決

にきいてください｣ ｢はたらける場所がほし

議｣として採択されたことは,大きな実効力

い｣ ｢自分でえらべる援助者がほしい｣ ｢都営

をもたらしたようだ. ｢精神薄弱｣という用

住宅にひとりで住めるようにしてほしい｣な

語の変更を求める本人決議の総会での採択を

どのことが要望された.また, ｢私たちはい

受けて,翌1995年5月,全日本精神薄弱者育

つも不安な気持ちで過ごしています.ひとつ

成会は全日本手をつなぐ育成会に名称を変更

は,お金と生活のこと,もうひとつは,将来

した15).

のことです. ‑‑世の中のことがわからない

育成会全国大会での本人部会は,その後大

ことだらけで生活しています. ･‑‑説明して

分大会(1995年),埼玉大会(1996年),岡山

くれれば,私たちは自分で選ぶことができま

大会(1997年)でも設けられ,会の運営にお

す｣という意見が次々に語られた. (精神薄

ける本人参加が恒例となっている(大分大会

弱(児)者の自立支援と権利擁護に関する研

について花咲[1996],浅輪[1996].埼玉大

究会[1996:66‑9],大洋[1996],ピープ

会については全日本手をつなぐ育成会[1997

ルファーストはなし合おう会[1996],寺本

a】).

[1996])

都道府県レベルでも同様の動きが拡大して

その後1996年末の第3回集会(神戸) (桜

いる.1995年8月の北海道手をつなぐ親の会

田他[1996])を経て, 1997年の第4回知的

全道大会では当事者の企画による分科会｢仲

障害者全国交流集会｢みんなで静岡ではなし

間と語る｣が行われた.大会を前に,開催地

あう会｣には, 400名を越す参加があった.

となった旭川に｢旭川働く仲間の会｣がで

そこでは｢ピープルファースト宣言｣ ※とし

き,この会も実行委員会に加わり,司会など

て, ｢さべつをするな｣ ｢しせつをなくそう｣

を担当した.こうした大会への参加は,既存

などという短い言葉で参加者の思いが読み上

の組織への当事者参加の意味もあるが,同時

げられた.

に全国的に当事者が交流でき主張できる場に
もなっている.埼玉大会に参加したある支援
者は次のように述べている. ｢｢どうして参加
したの?｣ ｢知り合いをつくりたいから｣.本

人部会参加者の多くがそう語り,パーティー

3

当事者主体であること.それを支援する
こと

こうして,さまざまな活動がさまざまな地
域で繰り広げられてきている.以上から,次

知的障害者の当事者活動の成立と展開
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のように,当事者活動の発展過程をまとめる

る.しかし,同時に,当事者主体を実現すべ

ことができる.

く,そこには支援者の意図的な関わりがあっ

まず,施設や特殊教育を中心とした福祉的

た.当事者活動への支援をきっかけにして,

な領域への隔離が進められてきた一方,その

日常的な生活をも含めて, ｢支援｣というこ

結果として同じ障害をもつ人達のある種のコ

との内実が点検されるようになった.それは

ミュニティが形成されてきたことも当事者活

ここで述べた活動の影響を受けつつ,支援

動が生成する素地を用意していたと言うこと

者･当事者双方から提起されてきている16).

もできるだろう.ただ,それは本人の意思に

ここで紹介した当事者活動のそのときどき

よって形成されたものではないし,たいてい

に,生活を支えている身近な援助者について

は単にあるところに集まっていただけでは

語られてきている.たとえば, ｢親に結婚を

あったが.そしてまた地域によっては｢地域

反付される｣ ｢自立を反対される｣ ｢まわりの

生活｣ ｢自立生活｣の進展に伴って,さまざ

人が子供扱いする｣ ｢自分のお金なのに自由

まな暮らし方がなされるようになったが,そ

に使わせてもらえない｣ ｢いろいろと口を出

れまで所属していたコミュニティからは切り

される｣ ｢暴力をふるわれる｣などである.

離されていったため,逆に,より自発的に形

このことは,助けてくれるはずの人々が逆に

成された当事者同士のつながりに対する需要

権利を侵す存在にもなりうるという告発であ

が高まっていたのだろう.その中で,既存の

る.

組織への参加,海外の当事者活動についての

そうではなく,求められているのは,あく

見聞などが行われた.それらをきっかけとし

まで当事者主体を第一に置き,それを犯さな

ていくつかの当事者組織が誕生し,そうして

いように助けることである. ｢管理｣ ｢支配｣

できた組織間の交流が行われるようになり,

するのでなく｢支援｣する.たとえば,積極

それと同時並行して既存の組織への参加･海

的に｢自己決定｣と言った場合,そこには決

外の当事者活動についての見聞が複合的に作

定のための選択肢や情報が前提になければな

用することによって活動が強化･拡大し,堰

らない.そこで,北米などにおける｢フアシ

加していっている.活動が強化･拡大･増加

リテ一夕‑ (facilitator)｣ ※あるいは｢アド

することで,その基盤を用意した要素(既存

バイザー(advisor)｣ ※といった支援者は,

の組織への参加,海外の当事者活動について

前提となる選択肢や情報を相手に分かりやす

の見聞,組織間の交流)が活発化し,それに

くして提供するのである.

よって,さらなる強化･拡大･増加へとつな

これは正論ではある.だが,その先があ

がっていくことになっていっているのであ

る.自己決定や自己主張がまず確固としたも

る.

のとして存在し,その実現を他の人達が支援

この活動は,まず障害を持つ人々がその主

するという場合,当事者による決定,そして

体になる(または中心となる)活動である.

その決定事項の支援者による実行と,少なく

他の誰かが本人に代わってものを言ったり何

とも図式としてはすっきりしている17).しか

かをするのではなく,当事者がそれをするの

し,知的障害を持つ人達の支援の場合にはそ

である.それぞれの組織ごとに活動の内容は

う単純にいかない.決定そのものに支援者が

異なるが,この点においてはおおよそ共通す

閑わる.情報を提供するだけと言っても,そ
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の提供の仕方が問題であり,微妙である.
フアシリテ‑クーはどんな情報をどこまで用

こと.

5)この団体の前身は, 1950年に発足した全

意すればよいのか.援助を受ける人の｢主体

米精神遅滞児育成会(the National Associa‑

性｣はどこに位置するのか.すぐにこんな疑

tion of Parents and Friends of Mentally Re‑

問が出てくる.支援とはいったい何か.どの

tarded Children)という精神遅滞児の親の

ようなことが当事者のそして支援者の悩みと
してあり,それに対してどのようなことが考
えられ,行われているのか.これらを検討す
るためには,本稿における,ひとまず当事者

会である.その後National Association for

Retarded Childrenと名称を変更, 1991年に
はAssociation for Retarded Citizens‑ARC

となった.

6) 1984年に行なわれた別の調査によると,

組織の活動の表面だけをなぞっただけの作業

米国※とカナダ※で, 5000人以上の知恵遅れ

では足りない.組織とその活動の内部に立ち

の人々がセルフヘルプ/セルフアドヴオカ

入った調査研究が必要となる.寺本[1997a】

シーの運動に関わっていた.そして,この調

[1997b】でこの作業が開始されている.

査で, 152のセルフアドヴオカシー･グルー

プが24の州とブリティッシュ･コロンビアに
存在していたことがわかっている. (Brown‑

注

1)ただこうして主題を限定しても本稿に盛
れる情報量は限られている.ホームページ<
生命･人間･社会> (仮称) http://itassOl.

ing & Rhodes [1984])
7) Ake Johansson.1931年生. 9才の時か

ら35年間施設で暮らした後, 84年からFUB
理事として活動.自伝としてLundgren

shinshu‑u.ac.jp : 76/TATEIWA/1. HTMに

よって補うことにする.以下で※ (計41個)

のついている語･文献についての情報(文献
の一部については全文)が掲載されている.
なお,寺本の本来の主題は,本稿末尾に記し

たように,知的障害のある人を｢支援する｣
こと(の困杜)について考察することであ

る.立岩による｢自己決定｣についての考察
に関しては注17に簡単に記した.
2) 1952年にストックホルム市の親の有志が

親睦団体としてスタートさせ, 56年には各地

方に支部を置く全国組織に発展していった.

知的障害をもつ子供の教育や家族の相談など
を行っていたが, 60年代末以降,行政に対す

る圧力団体としても働いている. (河東田
[1992 : 103])

3)スウェーデン※における知的障害者に関
わる動向については柴田･尾添[1992],河
東田[1992]. (セルフリ

アドヴオカシー※

については高嶺[1993],橋本[1996].

4)以上については寺本[1997blを参照の

[1993‑1997] (口述をルンドグレンがまと

めたもの,原題は『オーケの本』の意,日本
語版の著者はオーケ･ヨハンソン+クリス
ティーナ･ルンドグレンとなっている)があ
る.

8)知的障害※に関係する全国的な組織とし
て, (社)日本ダウン症協会(http://enoki94.

ces. kyutech. ac. jp/jdsn‑bin/jdsn‑lib) +,

(福)全日本手をつなぐ育成会※,(社)日本精

神薄弱者福祉連盟※, (社)精神発達障害指導
教育協会※,等. ｢全日本手をつなぐ育成

会｣は精神薄弱の子供を持つ親を主体とする
全国団体.社会福祉法人.1952年創立.各都
道府県と一部の市で結成されている会を単位
とする連合体である.もと全日本精神薄弱者
育成会, 1995年5月に現在の名称に改名した
(cf.注11).

9)活動内容などについて多田[1995]. ｢さ

くら会｣結成の経緯などは河東田[1993]を
参照.勉強会の報告と

してさ

く

ら会

[1995].元気のでる本の出版記念パー

知的障害者の当事者活動の成立と展開

ティーのようすはふれあい交流通信[1995b1.
10) 1987年にスウェーデンのウプサラで開催

された第18回北欧会議については,河東問
[1992 : 100‑114].
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[1995]). ｢ともの会｣ (群馬)について斉藤
[1995].

15)徳島での決議を受けて,数回,当事者代

表と理事会が話し合いをもった末,育成会の

ll)ノーマライゼーションの現在シンポ実行

理事会で決定された.名称変更に関する当事

委員会[1992]に当時メンバーだったコ

者の関わりについては河東田[1996: 127].

ニー･マルチネズ(connie Martinez)と支

16)支援者側の動きでは支援者相互の学習会

援者のバーバラ･プリーズ(Barbara May

がある.自立生活センター※ (cf.立岩

Brease)の講演が掲載されている.他にマ

[1995])の中では,ヒューマンケア協会※

ルチネズ氏の生活について石毛[1992].

が, 1993年度に｢知的障害者のためのコミュ

12)その年末の『季刊福祉労働』 61号に,数

ニティ･サポート･プログラムの研究｣とし

名の当事者がこの会議で発表したことを報告

て,河東田氏や武蔵野障害者総合センターの

している.また,境[1994‑1995]の報告も

柴田洋弥氏,民間通勤寮の高橋寮の人々らを

ある.

講師に数回の学習会を行なっている. 1994年

13)ダニエルは, 1988年カリフォルニア州ス

には,ヒューマンケア協会の境屋うらら氏

トックトン市にあるピープルファースト･ス

(著書に境屋[1992])が中心となり｢知的

トックトンを組織. 1991年,州発達障害者諮

な障害を持つ人をより良くサポートするため

問委員会当事者委員になる. 1995年,当事者

の勉強会｣を開いた.大阪のノーマライゼー

委員をはじめとした有志によって,障害者が
自己決定･自己主張できるための支援やその

合同研究において｢知的障害者の自立とフア

ション研究会※も, 1993, 1994年度にかけ,

ための情報提供などを目指してPartners in

シリテ一夕‑｣と題した研究集会を3回開い

Consultingというグループを結成.キャシー

ている.また, 1995年の自立支援会議に刺激

はカリフォルニア州の全州組織であるピープ

された支援者が中心となり, 1995年末から月

ルファースト･オブ･カリフォルニアの専属

1回の割合でカリフォルニアの状況について

の支援者.この交流事業の報告書が出ている

の学習会が行われている(林[1995 : 134]

(全国自立生活センター協議会※ [1996]).

また,自立生活支援会議の報告として佐々木
[1995],八木[1995],林[1995].ダニエ

ル･メドゥズへのインタビューとして荒井
[1996]がある.

[1996:98]). 1996, 97年のそれぞれ3月

に,全日本育成会が本人活動支援者セミナー
を開いた.このときの報告書として全日本手
をつなぐ育成会[1996b] [1997b].

17)そうではあっても自己決定は簡単には実

14)わかば会について牧野[1995],梅本

現されない.とともに他方では, ｢自己決定

[1995].札幌みんなの会について木村

だから｣という理由で例えば｢安楽死｣ ※の

[1995],花崎[1995].ともの会については

正当化がはかられることもある.さらに,特

ともの会[1996],河野[1995b】.その他,

に重度の知的障害がある場合には決定自体を

｢すてっぷクラブ｣について伊藤[1995],

見出すことが困難である.こうして,人の生

田波[1995]. ｢川崎住吉ふれあい会｣の自治
活動｢たから島｣について田部井[1995],

｢千葉ふれあいの会｣について神薄弱(児)

者の自立支援と権利擁護に関する研究会
[1996 :89‑151上｢横浜市グループホーム

連絡会入居者部会｣について(原田

や生の支援においてどのような価値をもつも
のとして自己決定を位置づけるのかが問題に
なる.これらについての立岩の考察として立
岩[1997a出997 bl[1998].
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