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障
害者運動や研究に携わる県内

の 4 つの団体（全国障害者問

題研究会奈良支部、奈良県障害者の

生活と権利を守る連絡会、奈良県障

害児学校教職員組合、きょうされん

奈良支部）が共催という形で、毎年

秋に障害のある人たちに関わる課題

や問題について考える学習会を企画

しておられます。今年はテーマを「障

害者の防災を考える」として、 2019

年 9 月 28 日（土）奈良県教育会館

で行われます。全国障害者問題研究

会奈良支部で事務局長をしておられ

る奈良東養護学校の土橋先生から、

自閉症の子どもたち、あるいは大人

の人たちに、災害時、どのような支

援が必要か、事前にどのような対策

が必要なのか、などといった視点か

ら、話をしてほしいと協会に依頼が

ありました。自閉症協会以外にも視

覚障害、聴覚障害、精神障害、学校

現場などからの報告があるようで

す。そこで、過去の自閉症協会の取

り組みなどを調べていたところ、東

日本大震災および熊本地震でも、事

前の要援護者名簿の登録が不備だっ

たことや、今回も自閉症の子どもを

持つ家族は避難所を気軽に利用でき

ず、孤立した等の問題とともに、自

閉症協会などの民間組織の重要性の

報告を見つけました。災害時初期に

おいて、通信機能がほとんど使えず、

行政の情報収集機能は全く役に立た

ない中、各県自閉症協会が安否確認

や被災地支援に取り組みました。結

局、自閉症協会会員のネットワーク

が唯一安否確認に役立ました。その

一方で組織に属せず、サービスを利

用していない要援護者の安否確認が

非常に困難だったのです。普段から

組織に繋がっている人のメリットが

証明されました。奈良県でも行政を

中心に関係機関が連携し、迅速に要

支援者の情報を把握支援するための

仕組みを普段から確立しておくこと

が重要です。10 月 26 日（土）、27

日（日）日本自閉症協会の加盟団体

役員連絡会が東京神田で予定されて

おり、全国の自閉症協会の人が一

堂に集まります。とくに 2 日目に

は、会員増や、今後の活動のヒント

になる事柄についての加盟団体交流

会があるようです。ここで、被災さ

れた当該各県のみなさまから直接こ

の時の様子を聞いてみたいと思いま

す。記録によると、もともと「日本

自閉症協会に大規模災害への事前の

備えは無かったが、東日本大震災の

とき各関係団体が現地入りし、調査

や支援を開始したことから、震災 1

か月後の 4月 11 日（月）から 23 日

（土）の 13 日間にわたり、全国自閉

症者施設協議会広報委員長森下尊広

氏（当時）を（社）日本自閉症協会

施設部会派遣員として宮城県、岩手

県の被災地に派遣しました。調査は

主として、自閉症児者のご家族や相

談機関、施設職員へのヒアリングを

通して行われ、当時の報告書に、被

害の状況があまりにも壮絶で「辛く

て聞けない」との心情を吐露してい

る。（社）日本自閉症協会は同調査

及び被災地からの報告に基づき、会

員に義援金の協力を呼びかけ、約 2

千万円の義援金を集め、被災地の自

閉症協会に 2011 年 4 月に第 1期分、

同年 9 月に第 2 期分として、岩手

県、宮城県、福島県に各 400 万円、

茨城県に 200 万円を配分し、2012

年 3 月末日に残りを第 3期分として

配分した。」その後、厚生労働省委

託研究が行われました「2011 年度

に厚生労働省障害者福祉推進事業

の「災害時における自閉症をはじめ

とする発達障害のある方の行動把握

と効果的な情報提供のあり方等に関

する調査について」と題する調査

の委託を受け、「研究 1」被災地の

現況調査およびケース検討、「研究

2」自閉症をはじめとする発達障害

のある方々の行動の変化と支援に関

するアンケート調査、「研究 3」「防

災・支援ハンドブック」の作成と公

刊の３つの研究を行った。「研究 1」

は、2011年 11月から12月にかけて、

被災地の関係者 1名を含む 3名 1組

のチームで、被災地（宮城県、岩手

県、福島県、茨城県）の県庁・市町

村役場・支援施設など 20 か所を訪
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問し、現況調査およびケース検討を

実施した。」とあり、（※「」内は東

日本大震災 5年目にあたっての報告

と提言　～日本自閉症協会の取り組

みから～全国自閉症者施設協議会　

会長・日本自閉症協会　前副会長

五十嵐　康郎の報告書より引用）こ

れが「2011.3.11 東日本大震災を受

けて　防災・支援ハンドブック」と

いう、オレンジ表紙の当事者・家族

向けと、赤色の支援者向けとして刊

行されているのです。お持ちでない

方はホームページにも公開されてい

ますのでご覧ください。　（河村）

 高齢者、障害者等の災害時

要配慮者への緊急的対応及

び職員の応援確保について                                                                  

事 務 連 絡 

令和元年８月 29 日 

中 核 市 厚 生 労 働 省 子 ど も 

家 庭 局 子 育 て 支 援 課   厚 

生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 福 

祉 基 盤 課 厚生労働省社会・援護

局障害保健福祉部障害福祉課    厚 

生 労 働 省 老 健 局 総 務 課 

 

１．令和元年８月の前線に伴う大雨

による災害の発生に伴い、避難生活

が必要となった高齢者、障害者、子

ども等の災害時要配慮者について

は、市町村とも連携の上、緊急的措

置として社会福祉施設等（介護老人

保健施設を含む。）への受入れを行っ

て差し支えありませんので、避難者

の積極的な受入れを行うとともに、

避難者の対応に万全を期していただ

きますようお願いいたします。 

 

２．被災地域における社会福祉施設

等の入所者へのサービス提供の維持

及び避難者への適切な対応を確保す

るため、職員の確保が困難な施設が

ある場合には、法人間の連携や、都

道府県における社会福祉施設等関係

団体への協力要請などを通じて、他

施設からの職 員の応援が確保され

るよう、必要な対応をお願いいたし

ます。 

  また、従来より、災害福祉支援ネッ

トワークの整備の推進をお願いして

いるところで すが、当該ネットワー

クも有効に活用した取組をお願いい

たします。   厚生労働省としても、

全国団体に対して必要な協力要請を

行ってまいります。 

日帰りバスツアーに

行ってきました !!

総
勢４６人でバスツアーに一

行ってきました。

心配していた雨も ｢晴れ男さん晴れ

女さん ｣のパワーで天気にも恵まれ

ました。

久しぶりにお会いする方、初めてお

会いする方、仲間たちに会えて何と

もいえないわくわくした気持ちにな

りました。

バイキングはたくさんのお料理を目

の前にして、いろいろ迷いながらも、

食べたいものをしっかり選んで食べ

ることができました。みんなの顔も

思わず笑顔でしたね。トロッコ列車

では車窓から入ってくる風が気持ち

よく、列車からの景色は最高でした。

バスの中では、親亡き後のお話をし

てくださった先輩お母さんの話はと

ても貴重でした。将来のことを考え

る良い機会を与えていただいたこと

に感謝です。

私自身いろんな事を感じて心が動く

素敵な１日になりました。

ご参加いただいた皆様、ありがとう

ございました。

初めての企画で、ご迷惑をお掛けす

ることもあったと思いますが、楽し

い思い出をつくっていただけたらう

れしいです。

☆参加された方の感想です。

・いろいろなお話を聞けて参考にな

りました。もっとゆっくりお話を聞

いてみたかったです。

・普段親子での外出は良くするので

すが、集団活動はほとんど出来てい

ません。が同じ特性を持った人の集

まりはとても心地よかったです。

・久しぶりな顔ぶれに会えてまたみ

んなでお出かけできて良かったで

す。

・さすがホテルだけあってお料理も

スウイーツもとてもおいしかったで

す。バスの中で親亡き後のお話をし

てくださりとても為になりました。

１回のバス旅行ではすべての皆さん

との交流は難しいですので、何回か

こういう企画があれば皆さんとお話

しできるかと思います。

・同じ仲間なので気を遣うことなく、

バスなので体力も使わず参加出来ま

した。

・先輩お母さんのお話はやはり現実

的で、すごく勉強になりました。な

かなか会える機会が無いので今回の

バスツアーに参加して良かったで

す。子供も安心して参加することが

出来ました。また参加させていただ

きたいと思います。

・懐かしくて、とっても楽しかった

です。初めての方もおられたのです

がお話が出来なくて、少し残念でし

た。
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・今回みたいなバスツアーにまた参

加したいです。(複数回答 )

また是非参加したい。というご意見

を多数いただきました。

☆アンケート結果

Ｑ１来年度どんな企画があれば参加

してみたいですか？

・今回みたいなバスツアーにまた参

加したいです。(７)

・来年もバスツアー企画して欲しい

です。勉強会も参加したいですがな

かなか仕事の都合上参加出来ていま

せん。

・バスツアー良かったです。準備が

大変でなければ、親子で参加出来る

事がうれしいです。

・日帰りバス旅行、京都、神戸、大

阪などどこでも良いのでまた企画し

ていただきたいです

・キャンプ（２）

・日帰り旅行

・旅行

・日帰りなので気軽に参加出来た。

・どんな企画でも参加します。

・是非来年も企画お願いします。

Ｑ２どんなことをやってみたいです

か？ 

・ボートをこいだり乗馬をしてみた

い。

・保津川下り、

・カップラーメン記念館（２）　

・白浜

・お菓子の工場

・水族館

・何かクラフト体験など出来たら良

いのでは？ (信楽など )

・どこでも良いです。（２）

・キャンプ

・普段なかなか会えない仲間と会え

てうれしかったです。息子は ｢お泊

まりしたい ｣といっています。

・暑い時期なので涼しいところが助

かります。

・なかなか普段行けないところに

行ってみたいです。親子だけだとわ

がままになり好きなところしか行き

たがらないので、皆さんと一緒なら

団体で行く雰囲気で付いてきてくれ

楽しめました。良い経験が出来まし

た。

・サファリパークなど

・遊覧船など船に乗りたいです。

Ｑ３今回の企画で感じたこと思った

こと何でもご感想お願いします。

・なかなか会合には参加しないのに

申し訳ないです。ありがとうござい

ました。

・トロッコ列車で景色を見るのがす

ごく楽しかった。（２）

・バイキングは大好きなのですごく

良い経験になりました。トロッコ列

車も初体験だったのでよろこんでい

ました。またお願いしたいです。

・久しぶりに親子で出かけられ楽し

かったです。

・２年前の家族旅行で行くはずだっ

たのがインフルエンザになって行け

ずじまいで、今回の企画で行けて良

かったです。とても楽しく過ごさせ

ていただきました。

・全体に時間もゆっくり出来て良

かったと思います。

・年を取っている子供の参加ですが

旅行慣れをしているので、楽しく参

加させていただきました。バイキン

グも好きなので良かったです。

・いろいろなお話を聞けて参考にな

りました。もっとゆっくりお話を聞

いてみたかったです。

・普段親子での外出は良くするので

すが、集団活動はほとんど出来てい

ません。が同じ特性を持った人の集

まりはとても心地よかったです。

・スケジュールがゆっくりだったの

で時間に追われず良かったです。

・久しぶりな顔ぶれに会えてまたみ

んなでお出かけできて良かったで

す。

・さすがホテルだけあってお料理も

スウイーツもとてもおいしかったで

す。バスの中で親亡き後のお話もし

て下さったりとても為になりまし

た。１回のバス旅行ではすべての皆

さんとの交流は難しいですので、何

回かこういう企画があれば皆さんと

お話しできるかと思います。

・同じ仲間なので気を遣うことなく、

バスなので体力も使わず参加出来ま

した。

・楽しい企画ありがとうございまし

た。時間配分のちょうど良かったで

すし、無理のない内容でしたし、と

てもよかったです。

・先輩お母さんのお話はやはり現実

的ですごく勉強になりました。なか

なか会える機会が無いので今回のバ

スツアーに参加して良かったです。

子供も安心して参加することが出来

ました。また参加させていただきた

いと思います。

・懐かしくて・・・とっても楽しかっ

たです。初めての方もおられたので

すがお話が出来なくて、少し残念で

した。

　その他、いたわりのお言葉をたく

さんいただきました。
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障害児入所施設の在り方に関

する検討会 福祉型ワーキンググ

ループについて

【報告】障害児入所施設の在り方（福

祉型）WG

２８日に第２回が開催されました。

今回テーマは自立支援機能でした。

h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p /

content/12204500/000540754.pdf

出た意見

1. 予算が児童入所は県、地域福祉

は市区で、たがいに押し付け合うの

ではないか

1. 統計での入所理由と退所の困難

さが合っていない。（今井）

入所理由では保護者の療育力不足、

いっぽう、退所の困難さは障害の重

さと施設不足。（添付）

（入所理由は児童の数、退所の困難

は事業所の数。だけど私には不可

解。）

1. 地域移行に行政のかかわりが少

ないのではないか。

1. １８歳と言う思春期に退所させ

る問題→類型化が必要

1. 成人入所施設が不足

1. 地域移行には、相談支援事業者

などの支援側に経済的支援が必要

1. 成人入所施設に行動障害のリハ

ビリ的機能を求めるのは現実には難

しい

1. 行 動 障

害が重い場

合は病院に

なってしま

うが、よい

結果になら

な い。（ 今

井）

1. 入所施設

は昼夜一体

型支援であ

り、地域の

サービスは昼夜分離型である。

そのため、入所施設から地域移行す

るためには入所期間中に戻す地域の

日中のサービスを使えるようにし

て、本人も支援者も慣れておく必要

がある。（今井）

なお、第 3回は 9/10 です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/

newpage_06478.html

今井忠（政策担当）

衆参両院で広がるバリアフリー化　

介護支援での課題も

参
院本会議に臨むれいわ新選

組・木村英子氏（左手前）と

舩後靖彦＝５日午前、国会（春名中

撮影） 

　５日閉会した臨時国会では、国会

のバリアフリー化が進展した。先の

参院選でれいわ新選組から当選した

重い障害がある舩後靖彦、木村英子

両参院議員のため参院は本会議場を

改修し、介助者が議場に入ることも

可能となった。衆院でも議論が行わ

れているが、一方で介護支援をめぐ

る課題も浮上した。（今仲信博）

 　「全く未知なところがある。体調

を管理しながら、活動していきたい」

 １日に国会に初登院した木村氏は、

記者団に意気込みを語った。

 参院は難病ＡＬＳ（筋萎縮性側索

硬化症）患者の舩後氏と、脳性まひ

で重度障害者の木村氏の初登院に向

け、対応を急いだ。大型の車いすの

まま着席できるよう、本会議場のい

すを取り外してスペースを確保する

工事を行い、医療器具用の電源も取

り付けた。

 　院議院運営委員会理事会は、議

員や参院職員以外は入れない本会議

場への介助者の入場を認めた。押し

ボタン採決は介助者が押し、記名投

票は介助者が代筆する。正副議長選

挙の記名投票では、介助者が代筆し

た投票用紙が参院職員に手渡され

た。

 参院の担当者は「今後気づく点や

議員からの要望も出てくるだろう。

改善できる部分は積極的に取り組み

たい」と語る。

 衆院もバリアフリー対応への検討

に入った。７月２９日の議運委理事

会では、バリアフリー化の議論を進

めることを決めた。高市早苗委員長

（自民）は「多様な人材を国会に（迎

える）ということで、議論しておく

べきだ」と述べた。

 施設面での議論は進んでいるもの

の、舩後、木村両氏が議員活動に取

り組むための課題は少なくない。

 両氏は障害者総合支援法に基づく

「重度訪問介護」を受ける。利用料

の自己負担は最大１割で、それ以外

は公費でまかなわれるが、通勤や就

労に対する介助は対象外だ。そのた

め、参院は両氏の議員活動中の介助

費を当面負担すると決めたが、「原

資は税金。国会議員だけ特別扱いす

るのか」（日本維新の会の松井一郎

代表＝大阪市長）といった疑問も出

ている。

 木村氏は５日、政府に重度訪問介
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護の早急な見直しを求める質問主意

書を参院に提出し、「参院から介護

費が出されると、私は特別扱いにな

る」と訴えた。

 これに対して政府は、１５日の閣

議で「個人の経済活動などに関する

支援を公費で負担すべきか、雇用す

る事業主が対応すべきかなどの課題

がある」と指摘する答弁書を決定し、

課題が残ることを認めた。

●産経新聞 2019 年 8 月 18 日 21:39

配信

障害者９００人、 職場で虐待受

ける　

平成３０年度、厚労省調査で判明

　職場で雇い主や上司から虐待を受

けた障害者が平成３０年度に９００

人に上ったことが２８日、厚生労働

省の調査で分かった。虐待があった

事業所は５４１カ所で、８割超が

４９人以下の中小規模だった。同省

労働紛争処理業務室は「障害者の訴

えを重く受け止め、虐待のない職場

作りを進めていきたい」としている。

　集計結果は障害者虐待防止法に基

づき公表され、今年で７回目。虐待

を受けた障害者は事業所の大型倒産

が相次いだ前年度（１３０８人）と

比べ、３１・２％減った。内訳は知

的障害が４００人で最も多かった。

　虐待の種別（一部重複）では、賃

金未払いや最低賃金を下回る金額し

か支払わないといった「経済的虐待」

が７９１人で最多。暴言や差別的発

言などの「心理的虐待」が９２人、

身体的虐待が４２人、性的虐待が９

人だった。

　虐待例では、飲食サービス業で働

く知的障害のある人が作業が遅い時

や作業方法の指導を受ける際、上司

から手をつねられたり、たたかれた

りする暴行を加えられていた。別の

知的障害のある人が同僚の膝の上に

座らされ、体を触られるなどの性的

虐待を受けていたケースもあった。  

（2019.8.28 21:28   産経ニュース）

令和２年度 障害保健福祉部概

算要求の概要        

 厚生労働省 障害保健福祉部 

◆予算額

（令和元年度予算額）（２年度要求額）

（対前年度増▲減額、伸率）

１兆９，８９６億円 → 

２兆１，４７５億円（＋１，５７９億

円、＋７．９％）

※臨時・特別の措置分を除く 

◆障害福祉サービス関係費（自立支

援給付費＋障害児措置費・給付費＋

地域生活支援事業費等）

（令和元年度予算額）   （２年度要求

額）  （対前年度増▲減額、伸率）

 １兆５，０３７億円 → 

１兆６，３６０億円（＋１，３２３億

円、＋８．８％）

 令和２年度 障害保健福祉部概算要

求の概要 【主な事項】※括弧内は

元年度予算額 

■ 良質な障害福祉サービ

ス、障害児支援の確保（Ｐ

２） １兆５，７８９億円

（１兆４，５４２億円）

■ 地域生活支援事業等の拡充

【一部新規】（Ｐ２） ５７１億円

（４９５億円）

■ 障害福祉サービス提供体制の基

盤整備（Ｐ２）  ８０億円（６９億円）

※臨時・特別の措置分を除く 

■ 聴覚障害児への支援など障害

児支援の推進【一部新規】（Ｐ３）  

２４億円（２.０億円）

■ 芸術文化活動の支援の推進【一

部新規】（Ｐ５） ４.６億円（３.０億

円）

■ 視覚障害者等の読書環境の向

上【一部新規】（Ｐ５） ５.３億円

（３.８億円）

■ 精神障害にも対応した地域包括

ケアシステムの構築【一部新規】（Ｐ

６）１０億円（５.７億円）

■ 発達障害児・発達障害者の支

援施策の推進【一部新規】（Ｐ７）  

５. ２億円（３.８億円）

■ 障害者に対する就労支援

の推進【一部新規】 （Ｐ７）          

１７億円（１４億円）

■  依存症対策の推進【一部新規】

（Ｐ９）１２億円（８.１億円）

　３ 発達障害児・発達障害者の支

援施策の推進 ５．２億円（３．８億

円）

（※地域生活支援事業計上分を除く）

（１）発達障害児・発達障害者とそ

の家族に対する支援【一部新規】 地

域生活支援促進事業のうち ２．５億

円（１．３億円） 都道府県及び市町

村において、同じ悩みを持つ本人同

士や発達障害児者の家族に対す る

ピアサポートや発達障害児者の家族

に対するペアレントトレーニング等

のほか、新た に発達障害者の青年

期の居場所作り等を実施することに
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より、発達障害児者及びその家 族

の支援を推進する。 

（２）発達障害の初診待機解消 地域

生活支援促進事業のうち ８２百万

円（８１百万円） 発達障害児者の診

断に係る初診待機の解消を進めるた

め、発達障害の医療ネットワー ク

を構築し、発達障害の診療・支援が

できる医師の養成を行うための実地

研修等を実施 するとともに、発達

障害のアセスメントの実施や医療機

関におけるアセスメントに対応 で

きる職員の配置などにより、診断を

行う医療機関の負担を軽減すること

で、医療機関 での診療にかかる時

間の短縮を図る。 

（３）発達障害に関する理解促進及

び支援手法の普及【一部新規】 １．

５億円（１．４億円） 全国の発達障

害者支援センターの中核拠点として

の役割を担う、国立障害者リハビリ 

テーションセンターに設置されてい

る「発達障害情報・支援センター」で、

発達障害に 関する各種情報を発信

するとともに、困難事例に係る支援

をはじめとする支援手法の普 及や

国民の理解の促進を図る。 また、「世

界自閉症啓発デー」(毎年 4月 2日 ) 

などを通じて、自閉症をはじめとす

る 発達障害に関する正しい理解と

知識の普及啓発等を行う。 （※以

上抜粋）

 障害者に対する就労支援の推進

　～令和２年度障害者雇用施策関係

予算概算要求のポイント～ 　令和

元年 ８ 月 厚生労働省  職業安定

局 障害者雇用対策課 人材開発統括

官 参事官室（人材開発政策担当）

大臣官房人事課  

                               

施策の概要 

　障害者雇用に関する状況を見る

と、直近の平成 30 年度においては、

ハローワークの新 規求職申込件数、

就職件数ともに過去最高となってお

り、引き続き、障害者の就労意欲 

の高まりが見られる。障害者の雇用

者数も、平成 16 年以降、15 年連続

で過去最高を更新 している。また、

平成 30 年の実雇用率も 2.05% と７

年連続で過去最高を更新し、雇用の

量 的側面については着実な進展が

見られる。

　一方で、昨年、公務部門において

は多くの機関で障害者雇用率制度の

対象障害者の不 適切な計上があり、

法定雇用率が達成されていない状況

であったことが明らかになった。 

こうしたことから、公務部門におい

ては法定雇用率の達成に向け障害者

雇用を積極的 に推進する必要があ

る。 あわせて、就労を希望する障

害者についても、多様化が進んでき

ており、その希望や 特性等に応じ

た働き方を実現していくためには、

雇用の質に着目した取組も必要であ

る。

　具体的には、各府省等が法定雇用

率を速やかに達成するために、障害

者雇用に対する 理解の促進や採用

に向けたマッチング支援、今後特

に重要となる職場定着への支援を

一 層推進していくことが必要であ

る。 また、平成 30 年４月に、精神

障害者の雇用の義務化に伴う法定雇

用率の引上げが行わ られたところ

であるが、中小企業の中には障害者

を全く雇用していない企業（障害者

雇 用ゼロ企業）も多い状況にある。

中小企業における障害者雇用が進

み、身近な地域で働 く選択肢が確

保されることは、障害者が希望や特

性等に応じた働き方を実現していく

た めの重要な要素であると言える。 

さらに、近年、雇用者数や就労希望

者数が大幅に増加している精神障害

者については、 一般に職場定着に課

題を抱えるケースが多く見られるこ

と等から、雇入れ支援に加えて、 雇

用された後の職場での定着支援につ

いても更に充実・強化することが求

められている。

 上記の状況を踏まえ、令和２年度

予算概算要求においては、 ① 公務

部門における障害者の雇用促進・定

着支援の強化 ② 中小企業をはじめ

とした障害者の雇入れ支援等の強化 

③ 精神障害者、発達障害者、難病

患者等の多様な障害特性に対応した

就労支援の強化 を主要な柱として、

障害者に対する就労支援及び定着支

援の充実・強化を図る。 

令和２年度要求額 27,283 ( 26,996 

）百万円 ※括弧書きは前年度（令

和元年度）予算額 

Ⅰ 公務部門における障害者の雇用

促進・定着支援の強化 

１ 公務部門における障害者の雇用

促進・定着支援の強化 ［要求額 512（ 

343 ）百万円］　公務部門における

障害者雇用を推進するため、各府省

等向けのセミナー・職場 見学会等

を実施するとともに、雇用する障害

者の定着支援を一層推進するため、 

ハローワーク等に配置する職場適応

支援者を増員し、支援体制の強化を

図る。 また、厚生労働省においても、

障害特性に応じた個別支援、障害に

対する理解 促進のための研修等を

行う。  
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発達障害の「グレーゾーン」　実際

には診断レベルも　見落とされやす

いタイプのＡＳＤ

 

写真拡大

　発達障害をめぐり、近年、「グレー

ゾーン」という言葉がよく使われる

ようになった。

　一般的に、発達障害の傾向はある

が診断レベルではないことを意味す

る。だが専門家からは、本来であれ

ば診断レベルにありながら見落とさ

れているケースもあると指摘する声

も。特に発達障害の一つ、自閉症ス

ペクトラム障害（ＡＳＤ）の中には、

外見上は健常者にみえるタイプがあ

り、「彼らは他者との違いが理解で

きるために、最もつらい思いをして

いる」と訴える。

■ある意味、誰もがグレー

　発達障害は、ＡＳＤや注意欠陥・

多動性障害（ＡＤＨＤ）などの総称。

主な特性として、ＡＳＤには、物事

や手順へのこだわりが強い▽コミュ

ニケーションが苦手▽予想外のこと

が起こるとパニックを起こす。ＡＤ

ＨＤには、落とし物・忘れ物が多い

▽じっとしているのが苦痛▽感情を

抑えられない－などがあるが、人に

よってさまざまだ。

　「人はだいたい、ＡＳＤかＡＤＨ

Ｄのどちらかだ」と話すのは、発達

障害を専門とする「どんぐり発達ク

リニック」（東京）の宮尾益知（ま

すとも）院長。誰もがＡＳＤやＡＤ

ＨＤの素質を部分的に持ち、それが

特技や仕事の向き不向きにつながる

もので、「全てにバランスのとれた

人はいない。そういう意味では、誰

もがグレーといえる」。ただし、そ

の素質のために社会生活に支障をき

たしている場合は「障害」と診断さ

れ、必要な支援を受けることができ

るようになるとする。

■ＡＳＤの中の３タイプ

　だが、実際に医師らからグレー

ゾーンとされている人について、発

達障害に詳しい京都大の十一元三教

授は「専門医が診れば発達障害、特

にＡＳＤの診断がつく人が多い」と

指摘する。

　自閉症スペクトラム障害（ＡＳＤ）

は、２０１３年に発表されたアメリ

カ精神医学界の診断基準。以前は「自

閉症」「アスペルガー症候群」「特定

不能の広汎性発達障害（ＰＤＤ－Ｎ

ＯＳ）」の３タイプに分かれていた

が、明確に線引きでないとして１つ

にまとめ、連続体を意味する「スペ

クトラム」と名付けられた経緯があ

る。

　十一教授によると、自閉症よりア

スペルガー、アスペルガーよりＰＤ

Ｄ－ＮＯＳの方が、障害特性が会話

やしぐさなどに表れにくい。例えば、

ＡＳＤの特性の一つである「パニッ

ク」は、自閉症ならば「癇癪（かん

しゃく）」として表れるが、ＰＤＤ

－ＮＯＳでは「思考停止」「固まる」

という様態に。「こだわり」も、前

者なら同じ物に執着する「同一性の

保持」として表れるが、後者では「正

確さや整合性の追求」になるという。

　そのため、ＡＳＤの中でもＰＤＤ

－ＮＯＳに近い人ほど障害が見過ご

されやすくなると十一教授は指摘。

特性が見えにくいことから軽度の障

害と思われがちだが、「発現の仕方

が違うだけで生活上の困難は同じ。

むしろ、他人との違いが自覚できる

ために苦しみ、周囲から孤立して鬱

病などの二次障害を起こしやすい」

と強調する。

■グレーは「セーフ」か

　障害を抱えるグレーの人が多い背

景について、十一教授は専門医の不

足があると分析。発達障害の認知度

が高まり、障害を疑って受診する人

が増える中、「専門知識が不十分な

医師が障害特性を見抜けず、障害で

はないとも言えずにグレーと言い出

した」と批判する。障害と診断され

なければ、受けられる支援の選択肢

は減ってしまう。

　一方で、グレーという診断結果に

安心する人も少なくない。大阪大大

学院の片山泰一（たいいち）教授に

よると、特に学校など外部から子供

の発達障害の可能性を指摘された保

護者の中には、「親の感情として、

グレーなら『セーフ』だと思ってし

まう。だからグレーと言われるまで

ドクターショッピングをするケース

もある」という。

　グレーの中には、確かに発達障害

とは言えないケースもあるという。

だが、グレーとされて何もしなかっ

た子供より、適切な療育（専門的な

治療と教育）を受けた発達障害の子

供の方が、数年後には落ち着いた生

活を送れることもある。片山教授は

「たとえグレーと言われても、子供

が現に生きづらさを抱えているのは

確か。療育を受けさせるなどして、

生きていきやすい環境をつくるこ

とが大事だ」と訴える。（産経新聞

2019 年 8 月 24 日 15 時 41 分）
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2019 年 8 月 20 日 
加盟団体 代表者様 
     事務局ご担当者様 

一般社団法人日本自閉症協会 
 会長 市川宏伸 

啓発ＤＶＤ販売についてご協力のお願い 
 
 前略 平素より大変お世話になっております。 
 この度、日本自閉症協会監修のＤＶＤ「自閉症とともに 自閉症の理解と支援」（全 3 巻）が 8 月末より販売

されます。会長の市川および内山副会長が監修者となっております。 
 つきましては、各加盟団体におかれましては、ご購入のご検討および販売促進についてご協力をいただきたく

よろしくお願いいたします。チラシを講演会等で配布いただけるようでしたらお送りいたしますので、下記に記

載の上ご返信ください。 
本ＤＶＤを通じ、自閉症の方たちの見方、感じ方、考え方を理解した支援が進むよう、ご協力を何卒よろしく

お願いいたします。 
なお、制作会社に著作権がありますので、個人の視聴以外のご利用については事前に協会事務局までご連絡い

ただけますようお願いいたします。                               草々 
                

 
 
 
 

 
                               

 お問い合わせ・送付先      
                                一般社団法人 日本自閉症協会 

事務局長 大岡 千恵子 
電話 03-3545-3380 Fax03-3545-3381 

E-mail  ooka@autism.or.jp 
 

チラシ配布ご協力についてのお伺い（2019 年 9 月末までにご返信ください） 
 貴団体名：                            

ご担当：                            
ご連絡先（連絡のつきやすい電話番号）：              

 
チラシの枚数 枚 

チラシの配布先（用途）  
発送先（〒住所・宛名） 〒  

お届け希望日時  
備考  

＜ご協力をお願いしたいこと＞ 
 ・チラシデータの拡散 
 ・イベント等でのチラシの配布 
 ・イベント、機関紙での告知 

＜購入方法＞ 
 ・チラシ裏面の申込み用紙 
   または、 

・協会ＨＰ（DVD 購入ページより） 

※11月末まで送料無料となっております。 
※9 月以降順次のお届けとなります 
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障がいをもつ子と家族のためのライフ＆マネー＆ 

エンディングノート＆遺言書作成ポイントセミナー 

 

 皆さんお元気ですか？ 会員の皆さんの家庭環境も色々と変わって来られて

いると思いますし、消費税増税など、社会も色々と変化してきていて、 

我が子が、親亡き後、穏やかに暮らせるのか、不安を抱えていませんか？ 

そこで、２回連続で、セミナーを企画いたしました。皆様のご参加お待ちして

おります。 

セミナー開催日程 

１１月１５日（金）９時３０分受付 １０時～１１時５０分 

 会場 大和郡山市 三の丸会館 研修室１ 

    大和郡山市南郡山町 529-1  ☎0743-53-5350 

 内容 ライフ＆マネープラン作成のポイント 

 

１１月２９日（金）９時３０分受付 １０時～１２時１５分 

 会場 ＤＭＧ ＭＯＲＩやまと郡山城ホール 会議室Ｃ 

大和郡山市北郡山２１１－３  ☎0743-54-8000 

内容 エンディングノート＆遺言書作成のポイントセミナー＆質疑応答 

 

講師 山口まゆみさん あかるいみらい準備室 代表 

   （行政書士・終活カウンセラー・ファイナンシャルプランナー） 

 

定員３６名 参加費無料（自閉症協会会員以外の方は資料代をいただきます。） 

 

参加申し込み 

① 参加者お名前 ②連絡先携帯電話番号を下記までお知らせください。 

メール nahi-kon@m3.kcn.ne.jp   090-2004-8908  (光野）まで 

 

定員を超えた場合は、こちらから連絡させていただきます。 

★１１月２９日（金）は、セミナー終了後にお弁当を食べながらの茶話会をし

ます。 
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自
閉症の少年が歌う『ハレル

ヤ』が圧巻（アイルランド）

　自閉症（自閉スペクトラム症）

を患い聴覚過敏の 9歳の少年が、

レナード・コーエンの名曲『ハレ

ルヤ』を見事に歌い上げる動画が

拡散している。少年は音に敏感な

ため長い間音楽と触れ合う機会が

なかったが、最近になって心を穏

やかにしてくれる曲との出会いが

あったという。

【この記事の動画を見る】   

https://www.youtube.com/

watch?v=i8xy6w2zkZY

アイルランドのダブリンに住む 9

歳のジャスティン・メイ‐カイリー

君（Justin May-Kiely）は自閉症

を患っており、高音や大きな音に

イラついてパニックになること

も度々だ。嫌いな音には耳当てを

するなどして対処してきたジャス

ティン君だが、最近になってある

変化が起こった。ジャスティン君

は自分が心地良いと思える音楽と

出会い、歌を口ずさむようになっ

たのだ。

ジャスティン君のお気に入りはレ

ディー・ガガとブラッドリー・クー

パーが歌う『シャロウ』、アイク＆

ティナ・ターナーによる『プラウド・

メアリー』、そしてアレクサンドラ・

バークが歌う『ハレルヤ』だそうで、

ラジオやテレビ、映画の中で流れ

る音楽を繰り返し聴くことで、少

しずつ苦手意識を克服していった

そうだ。

そして今月上旬、母アンドレア

さんが自閉症支援グループの

Facebook に、ジャスティン君が『ハ

レルヤ』を歌う姿を投稿すると大

きな反響があった。

動画の拡散を受けて『Dublin 

Live』のインタビューに応じたア

ンドレアさんは、この動画やジャ

スティン君について次のように

語った。

「自閉症児の負の面ばかりに目を向

けがちですが、息子の素晴らしい

才能を多くの人に知ってもらいた

いと思ってこの動画を投稿しまし

た。すると同じ自閉症児を持つ母

親だけでなく、アメリカやニュー

ジーランドなどからもメッセージ

が届き、あまりの反響の大きさに

驚いています。」

「人生のほとんどの間、音に恐怖さ

え感じていたあの子が、ハレルヤ

を見事に歌う姿には私も感動しま

した。」

「息子は特別なものを持って生まれ

てきたのです。初めて息子に会っ

た人はその純粋さや愛らしさに気

付くのです。彼のそのままの姿を

十分に楽しんで欲しいと思いま

す。」

アンドレアさんの言葉通り、動画

の中のジャスティン君の歌声は美

しく清々しい。そしてなによりも

歌を歌うことを心から楽しんでい

るのが分かる。

この投稿には「美しい声だ」「ずっ

と歌い続けて、ジャスティン」「歌

声が心に響く」「この曲は大好きだ

けど、ジャスティンもいいね」「ファ

ンになったよ」「才能があるよ」「何

回も見てしまったよ」といったコ

メントが寄せられている。

 （Livedoor'NEWS 2019年9月22日）
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次の案内が来ています 3 名ほどの枠があります。 参加希望される方は事務局まで連絡ください。

（河村）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 奈良県福祉医療部障害福祉課長

奈良県障害者計画改定に関する説明会の開催について

　平素は、障害者施策の推進について格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、平成 27 年 3 月に策定した「奈良県障害者計画」は、令和 2年 3月末までを計

画期間としておりますので、本年度中を目途に改定を行う予定です。昨年度より関係団

一体からのヒアリングや障害のある方等へのアンケートにご協力いただき、計画改定の検討を進めておりま

す。

　つきましては、奈良県障害者計画改定の常子（案）がまとまりましたので、下記のと

おり説明会を開催いたします。貴団体から出席いただける方について、別添様式により、

令和元年 9月 27 日（金）までに下記担当あてメール・FAX にて報告くださるようお願いいたします。

　ご多忙のところ大変恐縮ですが、ご協力いただきますようようしくお願いいたします。

記

1．開催日時　令和元年 10 月 8 日（火）14：00 ～ 15：30

2．開催場所　郡山総合庁舎　201 会議室

3．テーマ　（1）奈良県障害者計画の改定について

【問い合わせ・提出先】〒 630-8501 奈良市登大路町 30 番地　奈良県福祉医療部障害福祉課自立支援・療育係

TEL：0742-27-8513　FAX：0742-22-1814　E-mail：syogai@office.pref.nara.lg.jp

 

八代英太元郵政相　党のサポート

指摘「国民は見ている」

 国会議員永年勤続 25 年表彰を受

け、同僚議員から拍手で迎えられ

る八代英太元郵政相 

  車いすの国会議員として活動し

た八代英太元郵政相は、れいわ新

選組から重い障害がある２人の参

院議員が誕生したことに関する産

経新聞の取材に対し、「重い障害

を持つ人たちが社会に出ていく大

きな力になる」と期待を込めた。 

　タレントだった八代氏はステー

ジから転落して脊椎を損傷し、車

いす生活となった。しかし、これ

をバネに「福祉」を前面に掲げて

昭和５２年の参院選に出馬し、初

当選した。

「あの頃は大変だった。永田町周

辺には車いす用のトイレが一つも

なかった。議員会館も入れずに『貨

物用のエレベーターに乗れ』とい

われるなどバリアだらけだった」

こう振り返る八代氏は国会のバリ

アフリー化の進展に「今は共生社

会で、誰もが国会議事堂に出入り

できる。議会活動に支障がないよ

うにするのはごく自然の流れだ」

と語った。

 　また、八代氏は「同じような障

害がある人の象徴になってもらい

たい」と強調する一方、「深夜国

会など体力的な問題もある。『やっ

ぱりだめだった』と思われないた

めにも、無理せず健康に留意して、

障害者の力を示してもらいたい」

と述べた。

 　そのうえで国会に任せるだけ

でなく、れいわが、党としてサポー

ターを育成するなど２人を支える

必要性をこう指摘した。　「山本

太郎代表の責任も大きい。れいわ

が彼らの国会活動をどうサポート

していくか、国民は見ている」（今

仲信博）　

●産経新聞 2019 年 8 月 18 日

21:43 配信
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 郷町文化センター

実行委員会事務局　TEL 0742-27-8719   FAX 0742-27-8721

奈良地方法務局　奈良県　市町村　奈良県人権擁護委員連合会（奈良県人権啓発活動ネットワーク協議会）

・模擬店・各種展示・紙芝居

・アトラクション… 模擬店も物産展も多数出店

 かわいいキャラクターも出演

・オープニング… 吹奏楽コンサート

 （ 郷町立 郷中学校）

・開 　会 　式 

・合　　　唱…  郷町立南畑幼稚園

  郷町立西部保育園

・ステージ演奏… 奈良学園大学

 マーチングバンド部

 通のご案内

  からはじまる 出会い・ふれあい・語りあい !!  からはじまる 出会い・ふれあい・語りあい !!

 019 019

 
 0：00～ 5：30

人権トーク コンサート

新垣 勉新垣 勉

  

平
群
町

近
鉄
生
駒
線

国
道

25
号

国
道

25号

  

国
道

168
号

明治橋
昭和橋

王寺町役場

王寺駅 新王寺駅新王寺駅三郷町役場

信貴山下駅

勢野北口駅

大和川

本町 1 丁目

新出会橋
　南詰

神前橋
東詰

馬場

王寺町N

河合町

天
理

王
寺

線
 3

6
号

近鉄田原本線

　　広　陵
　　田原本
至　高　田　方面
　　桜　井
　　橿　原

　  法隆寺

至  横　田　方面

　  国道24号

竜
田
川

国道25号

竜田大橋

西和医療センター

 郷町
文化センター

Ｊ
Ｒ
和
歌
山
線

　
　

香　

芝

 　

西
名
阪
道　

方
面

　
　

高　

田

第25回  場無料!!

なら・ヒューマンフェスティバル実行委員会
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190818 東京新聞 
「障害の理解につながる」６２％ パラ１年前、当事者調査 
https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201908/CK2019081802000204.html 
https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019081701001672.html 

 東京パラリンピック

開幕まで２５日で１年

となるのを前に、共同

通信が全国の障害者を

対象にアンケートを実

施したところ、「大会が

障害の理解につながる」

との回答が６２％に上

った。選手の活躍や大

会の盛り上がりによっ

て障害への関心が高ま

り、差別や偏見が解消

されるとの期待が大き

い。一方で、一過性の

盛り上がりに終わるこ

とへの懸念も根強く、

政府が掲げる「共生社

会の実現」には大会後

も継続的な取り組みが

求められそうだ。 
 アンケートは六～七

月、さまざまな障害者

団体で構成する日本障

害フォーラム（東京）

や全国障害学生支援セ

ンター（相模原市）を

通じて協力を呼び掛け、

五百六十四人から回答

を得た。 
 東京パラ開催は「非

常に楽しみ」「楽しみ」が計６８％となった。 
 「大会開催が自身の障害や障害一般の理解につながるか」との問いには、「思う」（２４％）、「ある程度思

う」（３８％）で、肯定的な回答が計６２％に上った。理由（複数回答）は「大会の盛り上がりで普段は意

識しない障害への関心が高まる」「メディアを通じて障害者を目にする機会が増える」などだった。一方で

「あまり思わない」（２７％）、「思わない」（１１％）と答えた人に理由を聞くと、「一時的な盛り上がりで

終わり、関心は続かない」「日常的に障害者と接する機会がないと理解が生まれない」などが挙がった。 
 政府は東京五輪・パラを契機に、交通機関などのバリアフリー化や、学校教育などを通じ障害への理解を

深める「心のバリアフリー」の取り組みを進めている。 
 ただ東京大会開催が決まった二〇一三年以降に「バリアフリー化や周囲の障害理解が進んだ経験、実感が

あるか」と尋ねたところ、「なし」（６６％）が「ある」（３４％）を大きく上回った。「最近、障害を理由に

周囲の言動で差別を受けたり感じたりしたことがあるか」との質問には３６％が「ある」と答え、共生社会

の理念が浸透していない。 
 
＜アンケートの方法＞ 日本障害フォーラムや全国障害学生支援センターを通じ、質問票を配布。６～７月

にウェブ、メール、ファクス、郵送で全国の５６４人から回収した。障害種別は視覚、聴覚、肢体不自由、

精神、難病などさまざまで、「１０代以下」から「８０代以上」まで全ての年代から回答があった。 
＜東京パラリンピック＞ 東京五輪後の８月２５日に開幕し、９月６日まで２２競技が実施される。肢体不

自由が対象の車いすラグビーやボッチャ、視覚障害のゴールボールなどがあり、水泳、卓球、陸上競技では

知的障害も対象となる。聴覚障害の「デフスポーツ」は対象外。 
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料理がつないだ“元一流シェ

フ”と“アスペルガー症候群

の青年の友情を描くバディー・

ムービー！

Introduction

〝グルメ界の神〟になりそこね、不

器用で怒りっぽい性格の中年男。〝神

の舌を持つ天才〟でありながら、恋

愛に不慣れなピュアな青年。生きて

きた環境も性格もまったく異なる二

人が、料理を通じて心を通わせてい

く姿を、イタリアならではの明るさ

と優しさで描く心温まるヒューマン

コメディ。水と油のような関係の凸

凹コンビによるバディ・ムービー

や、コンテストの開催地トスカーナ

をめざすロードムービーの楽しさも

満載。想像力と創造性に満ちた鮮や

かなイタリア料理に味覚を刺激され

ながら、全編にわたり極上のテイス

トを醸し出している。

主人公アルトゥーロを演じるのは、

凄惨な自爆テロから唯一生還した男

の実話『イラクの煙』(10) で「ヴェ

ネチア国際映画祭イタリア映画記者

賞」やイタリアのアカデミー賞「ダ

ヴィッド・ディ・ドナテッロ賞」ほ

か多くの主演男優賞に輝いた名優

ヴィニーチョ・マルキオーニ。口に

した料理の材料と調味料をすべて

言い当てることができる「絶対味

覚」の持ち主グイド役を熱演した若

手注目株ルイジ・フェデーレは、純

朴なキャラクターの喜怒哀楽を巧み

に表現し、本作で「国立イタリア映

画記者連盟賞」を受賞。この二人を

見守る女性心理学者アンナ役は、イ

タリアでスマッシュヒットを記録し

シリーズ化された『いつだってやめ

られる１０人の怒れる教授たち』の

ヴァレリア・ソラリーノ。三者三様

の人間味あふれるナチュラルなパ

フォーマンスが芳醇なスパイスと

なって、観客の心を感動で満たして

いく絶品の逸作。

Story

海外の超一流店で料理の腕を磨き、

開業したレストランも成功させた人

気シェフのアルトゥーロ（ヴィニー

チョ・マルキオーニ）。しかし、共

同経営者に店の権利を奪われたこと

で暴力事件を起こし、順風満帆だっ

た人生から転落。地位も名誉も信頼

も失った彼は、社会奉仕活動を命じ

られ、自立支援施設「サン・ドナー

ト園」でアスペルガー症候群の若者

たちに料理を教えることになった。

無邪気な生徒たちと、少々荒っぽい

気質の料理人の間には、初日からギ

クシャクした空気が流れる。だがそ

んな生徒のなかに、ほんの少し味見

をしただけで食材やスパイスを完璧

に言い当てられる「絶対味覚」を持

つ天才青年グイド（ルイジ・フェ

デーレ）がいた。祖父母に育てられ

たグイドが料理人として自立でき

れば、家族も安心するだろうと考

えた施設で働く自立支援者のアン

ナ（ヴァレリア・ソラリーノ）の後

押しもあり、グイドは「若手料理

人コンテスト」へ出場することに

なった。アルトゥーロを運転手にし

て、グイドは祖父母のオンボロ自動

車に乗り込み、コンテストが開催さ

れるトスカーナまでの奇妙な二人旅

が始まる。「コンテストで優勝すれ

ば、賞金がもらえて、車を買えて、

恋人ができる！」とハイテンション

なグイドに対し、運転を任されたア

ルトゥーロは道中ずっと同じ曲をエ

ンドレスで聴かされたり、ホテルの

部屋は殺虫剤の臭いがキツいからと

車中泊を強いられたり、天真爛漫だ

がこだわりの強いグイドのペースに

すっかり巻き込まれてしまうのだっ

た ...。

道中トラブルに見舞われながらも何

とかトスカーナに到着し、多くの

人々が注目するなか、いよいよ３日

間にわたる料理バトルがスタート。

一次予選はグイドお得意の「試食に

よる材料当て」。二次予選は「課題

料理の調理」。これらを勝ち抜いた

2 名だけが決勝戦に臨むことができ

るのだ。才能のすべてをかけた大一

番に挑むグイドだったが、ちょうど

時を同じくしてアルトゥーロ自身に

も再起をかけた大きな仕事が舞い込

み、コンテストの途中で帰らざるを

えない事態に陥る。今や師弟関係以

上の絆で結ばれたアルトゥーロとグ

イド。果たして二人の“夢”は叶え

ることができるのか ......。

Director’s Note　フランチェスコ・

ファラスキ—　［監督・脚本］

アルトゥーロは怒りっぽくて喧嘩っ

早く感情をうまくコントロールでき

なかったせいで成功を逃し、“三流

店には腕が立ちすぎ、一流店には評

判が悪すぎる”シェフだ。そんな彼

が、若くて心の優しい情熱に満ちた

アスペルガー症候群の料理人の卵グ

イドと出会う。そしてグイドが挑戦

する料理コンテストに指導役として

同行しなければならない状況になっ

たとき（そのようなコンテストをア

ルトゥーロは何より嫌っている）、

ふたりのあいだに友情と師弟関係が

生まれ、それぞれの人生が変化して

いく。

アルトゥーロはグイドを特別扱いし

たり、同情したりすることはなく、

そのままぶつかっていく。それは

時々間違っていたりするのだけど、

グイドの神経多様性、それは彼が

劣っているとかそういうことではな

くて、そういうものに直面したとき

に、アルトゥーロの態度は徐々に変

化していき、自分自身の人間性とい

うものを再発見していく。さらに、
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グイドのキャラクターにとって重要

な要素であるアスペルガーは興味深

い隠喩になっていて、普遍的なこと

を表している。重要な側面というの

は、例えば、他者に共感する困難さ

（不可能さではなく）、そして社会の

慣習や暗黙のルールといったものは

主人公であるグイドにも、自閉症ス

ペクトラムではない俗にいう神経学

的機能が正常な人々の双方に共通し

たものなのだということを理解する

難しさだ。

アルトゥーロは批判や論争に対して

強い態度をとることで孤立してしま

う。グイドは一見普通に見えるので

助けが必要には見えないが、この世

界で仕事をするには変わりすぎてい

る。だけどふたりとも食べ物と料理

に関してはしっかりとしたビジョン

をもっている。そして変わり者のふ

たりであるにも関わらず、料理に関

しては実験的ではなく伝統を重んじ

るタイプだ。この映画は料理につい

てというよりも友情についての映画

だけれども、ふたりが出会うきっか

けになったのは確かに「食」なん

だ。彼らはふたりとも「食」に関し

ては絶対に妥協を許さないほどに厳

しい。映画を観ている人は、ふたり

のうちどちらが誰の付き添いをして

いるのかわからなくなってしまう瞬

間があり、そこで革新的に見方が反

転するというストーリーなんだ。そ

れだけではなく、時にグイドとアル

トゥーロは、他のキャラクターと比

べて、分かりやすくて理性的に見え

てしまうかもしれない。アンナ、そ

してアルトゥーロが敵視しているダ

ニエルは私たちの想像を超える選択

をしていく。私の他の作品、とくに”

Emma Sono Io”という作品でも、多

様性、真実もしくは真実らしく見え

るもの（この場合は双極性障害によ

る精神の不安定さ）がテーマとなっ

て、助ける人と助けられている人の

関係性が逆転する。

出会いの喜劇、爽快な映画、バディ・

ムービーとか、この映画の呼び方は

色々あると思うけれど、僕らはまず

この映画を、キャラクターを描いた

映画として定義したい。キャラク

ターの感情やポジティブな感情を見

せることを恐れない映画。そのため

俳優たちは準備の段階でキャラク

ターを固めてくるだけではなく、撮

影現場で生まれる即興的な感情やリ

アクションに対応していく寛容さも

求められた。そうすることで彼らは

本当の共著者となれるんだ。

■フランチェスコ・ファラスキ—　

［監督・脚本］

1961 年 8 月 6 日、イタリア、グロッ

セト生まれ。フィレンツェのザ・ヒ

ストリー・オブ・シネマを卒業。こ

れまでに 20 本以上の短編を監督し、

98 年の『Quasi　Fratelli』で、ダ

ヴィッド・ディ・ドナテッロ賞・

最優秀短編映画賞を受賞、07 年の

『Assaggi di cinema』はカンヌ映画

祭に出品された。その他、様々なド

キュメンタリー映画なども監督し、

本作を含み４本の長編映画をこれま

でに監督している。長編デビュー作

の『Emma sono io』(03) で、イタ

リアのアカデミー賞であるダヴィッ

ド・ディ・ドナテッロ賞とナストロ・

ダルジェント賞で新人監督賞にノミ

ネートされ、サンフランシスコの

the N.I.C.E Festival では見事に

観客賞を受賞した。３作目の『Questo 

mondo è per te』（11）は、映画学

校の生徒たちとともに製作・監督。

これまでの４作品全て、共同で脚本

も担当している。

主な代表作

2018 『トスカーナの幸せレシピ』

2011 『Questo mondo è per te』 

2007 『Last Minute Marocco』

2003 『Emma sono io』

■ヴィニーチョ・マルキオーニ  

[ アルトゥーロ ]

1975 年 8 月 10 日、イタリア・ロー

マ生まれ。00年にローマのパフォー

ミングアーツフリーアカデミーを卒

業後、アウレリアーノ・アマデイ監

督の『イラクの煙』（未 /10）でス

クリーンデビュー。本作で、ヴェネ

チア映画祭・イタリア映画部門で最

優秀男優賞（マルキオーニのために

特別に再度設けられた賞で、92 年

のジャン・マリア・ヴォロンテ以来

の受賞）を受賞。同映画祭で、他に

もビラーギ賞など６部門で同時受

賞。翌年、『家への帰り道で』（11/

エミリアーノ・コラピ監督）では、

フランスのアヌシーイタリア映画

祭・最優秀男優賞を受賞した。その

他の出演作は、『Cavalli』（11）、『ブ

ルーノのしあわせガイド』（11/ フ

ランチェスコ・ブルーニ監督）、『あ

る愛へと続く旅』 （12/ セルジオ・

カステリット監督）、『存在しない南』

（13/ ファビオ・モッロ監督）、『ミ

エーレ』（13/ ヴァレリア・ゴリノ

監督）、カルト的人気ドラマ『野良

犬たちの掟』で広く知られるように

なり、この作品で 2009 年と 2011 年

のローマフィクションフェスティバ

ルの長編シリーズフィクション部門

の最優秀男優賞を受賞。2013 年に

は、ポール・ハギス監督の映画『サー

ド・パーソン』にキャスティングさ

れた他、同年、短編映画の『La ri-

partenza』（１５）で監督デビューも

果たしている。最近では、ローマ映

画祭で上映され、2019 年に日本で

も公開されたパオロ・ジェノヴェー

ゼ監督の最新作『ザ・プレイス　運

命の交差点』にも出演している。

最新作に『Drive Me Home』(18)、

『Otzi e il mistero del tempo』（18）

のほか、ヴァレリア・ソラリーノと
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再び共演する『Dolcissime』（19）、

ダスティン・ホフマン、トニ・セ

ル ヴ ィ ッ ロ 出 演 の『L'uomo del 

labirinto』（19）がある。また、舞

台経験も豊富で、「欲望という名の

電車」で、かつてマーロン・ブラン

ドが演じた主演を務め成功させた。

主な代表作

2019　『Dolcissime』

2017　『ザ・プレイス　運命の交差

点』　

2013　『ミエーレ』　　　　　　　　

2012　『ローマでアモーレ』

2012　『ある愛へと続く旅』 　　　

2011　『Cavalli』  

2011　『ブルーノのしあわせガイド』

2011　『家への帰り道で』 

■ヴァレリア・ソラリーノ [ アン

ナ ]

1979 年 11 月 4 日、ベネズエラ・バ

ルセロナ生まれ。トリノ大学で文学

と哲学を学んだ後、舞台で演技の

キャリアをスタート。その後、『La 

felicità non costa niente』（03）

で映画デビュー。同じ年にダヴィッ

ド・ディ・ドナテッロ賞にもノミ

ネートされた『Fame chimica』（03）

や『Che ne sarà di noi』（03）に

出演。その後も、06 年の『Viaggio 

segreto』では、主演を果たし、08

年『Signorina Effe』では、ダヴィッ

ド・ディ・ドナテッロ賞最優秀女

優賞にもノミネートされた。09 年

の『Viola di mare』は、カンヌ国

際映画祭に出品され、世界的に高い

評価を受けた。11 年に映画『錆び』

で主演。日本でも公開された『いつ

だってやめられる』シリーズにも

連続出演した。最新作にヴィニー

チョ・マルキオーニと再び共演する

『Dolcissime』（19）が控える。

主な代表作    

コンペティション部門で上映された

ロアン・ジョンソン監督の『ピュー

マ』で主演を務めた。

主な代表作    

2016  『ピューマ』   

2010　『La pecora nera』　　　　　       

■アレサンドロ・ヘイベル [ チェ

ルソ ]

1947 年 1 月 19 日、イタリア・ボロー

ニャ生まれ。イスラエルで幼少期を

過ごした後、9 歳の時にイタリアへ

戻り、67 年のマルコ・ベロッキオ

監督の映画『中国は近い』でキャリ

アをスタート。その後、タヴィアー

ニ兄弟の『蠍座の星の下で』（69）、

『踊れトスカーナ！』（96）、『裸足の

トンカ』（97）、『題名のない子守唄』

（06）、『楽園からの旅人』（11）など、

多くの作品に出演。『Per amore, 

solo per amore』（93）では、ダヴィッ

ド・ディ・ドナテッロ賞で助演男優

賞を受賞している。その他、舞台出

演作の他、CD を発売した経験も持

つ。70 歳を過ぎた現在も出演作が

相次ぐ、名バイプレイヤーであり、

プライベートでは、2018 年に女優

のアントネッラ・バヴァーロと結婚。

ルイジ・フェデーレ　インタビュー

Q: この映画に出演を決めた理由を

お聞かせください。

二人の人物像が対極的なのが、出演

を決めた重要な理由の一つです。俳

優の仕事のすばらしいところは、カ

メレオン的なところ、つまり他の人

の立場になって考えてみることがで

きることです。もし自分が演じる人

物が、自分自身あるいはすでに演じ

てきた役とは全く異なるのなら、演

技がもっと楽しくなります。

Q: 撮影はいかがでしたか？

典型的な方法で、テストをしながら

撮影しました。具体的には、二度撮

影しました。一度目は一人で、二度

目はヴィニーチョ・マルキオーニと

一緒でした。最初から、グイドの人

物像に興味があったし、主役だった

のでこの撮影に参加する前からアイ

デアでいっぱいだったのを覚えてい

ます。

Q: アスペルガー症候群の少年役を

演じるために、どのように取り組み

ましたか？こうしたタイプの役は、

三枚目やステレオタイプに陥りがち

で難しかと思いますが。

とても長い作業でしたが、一番刺激

的で強烈で面白かったことは、この

映画を自分の地元で上映できたこと

です。最初の段階では、外見から役

に近づこうと努力しました。本や映

画、ドキュメンタリーを通じて、こ

うした少年たちの様子、つまり身体

的な動きや、ふるまいや視線をつ

くったり、まねたりしました。それ

から、内面的な作業をしました。そ

こから、ぐっと良くなりました。最

初は監督と一緒に、その後は一人で、

アスペルガー症候群の若者たちに混

ざって、近くで彼らと触れ合い、自

分にもある彼らの特徴を探しまし

た。言ってみれば、自分にもあるか

もしれないアスペルガー症候群を探

そうとしたんです。この過程で、グ

イドというキャラクターに命を与え

られたのだと思います。

Q: たくさん勉強したのですね。

はい、こんなに勉強したことはない

です。高校の卒業資格試験でも。

Q: 自閉症を知るために、どんな映

画やドキュメンタリーを観ました

か？

『レインマン』のような基本的なの

もの、それからショーン・ペンの『ア

イ・アム・サム』、Netflix の『ユニー

クライフ』シリーズです。そして、

とても素晴らしいドキュメンタリー

『ぼくと魔法の言葉たち』です。

Q: あなたがお手本にしている俳優

は誰ですか？

イタリアの俳優のなかでは、自分の
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最高の手本は、エリオ・ジェルマー

ノです。トニ・セルヴィッロも、劇

中の存在感や、社会のなかでどんな

ふうに知的な俳優の役になりきるか

が好きです。外国の俳優では、『ファ

ントム・スレッド』のダニエル・デ

イ＝ルイスの大ファンです。

Q: 映画のもうひとつの重要な主役

は、食べ物と料理です。ご自身も料

理をするのは好きですか？

はい、ずっと前から。この点は、家

庭で良い教育を受けました。父も料

理をしますし、母も料理好きで、五

歳の時にはすでに「ルイジ、おまえ

も料理を始めなさい、家族の名誉の

ために」と。　冗談はさておきキッ

チンでのシーンは、けっこうリラッ

クスした気分でした。一度だけ、す

ごく細かい手作業を素早くしなけれ

ばならず、撮影中に少し指を切って

しまいました。

Q: 映画のなかでお気に入りのシー

ンはありますか？

２つあります。一つは、ヴァレリ

ア・ソラリーノが演じるアンナに対

して、突然抱きついて、初めて愛情

表現を示すところです。無骨なやり

方ではありましたが。二つ目は、グ

イドがアルトゥーロ（ヴィニーチョ・

マルキオーニ）に、彼の晩餐（仕事）

を頑張ってと電話するのを決めたと

ころです。

Q: ヴィニーチョ・マルキオーニに

ついて、彼と仕事をするのはどうで

したか？

特別な出会いでした。僕とヴィニー

チョは、2011-2012 年に、すでに

『Cavalli』の撮影現場で会っていま

す。僕が彼の幼少期を演じたのです。

彼と同じ目の色になるために茶色の

コンタクトレンズをしたのを覚えて

います。共演シーンはありませんで

したが、少し話す機会があり、その

時から良い関係が築けていました。

確かに、僕はまだ１０歳だったので、

ヴニーチョは僕を、ほとんど息子の

ように見ていましたが、その時から

つながりが生まれました。今回はと

ても素晴らしい旅の道連れでした。

すごい役者なだけでなく、人間とし

ても彼から多くを学んだからです。

撮影現場では、できる限り彼から盗

もうとしていました。

 

「２つの才能と不器用さが交差する

ところに生まれる物語」

　　　　　　　　　　　　　　　　

本田秀夫（信州大学医学部子どもの

こころの発達医学教室教授）

　この映画は、一見対照的ながら「天

賦の才能と不器用さを併せ持つ」と

いう点で共通する 2人の男性の物語

だ。アルトゥーロは一流店でシェフ

を務めるほどの料理の腕がありなが

ら、感情のコントロールがうまくで

きない。グイドは料理に入っている

素材をすべて言い当てることのでき

る味覚の持ち主だが、アスペルガー

症候群という障害があり、福祉施設

に通っている。

通常なら接点のない 2人が出会った

のは、アルトゥーロが暴力事件を起

こした罰として、福祉施設にボラン

ティアで通って料理を教えることに

なったのがきっかけだ。当初は施設

のメンバーに見下したような態度を

取っていたアルトゥーロだが、料理

に含まれている素材をすべて言い当

てたグイドに驚く。グイドはアル

トゥーロの指導を得て、料理の腕を

上げるのだが、若手料理人のコンテ

ストに応募して、アルトゥーロもそ

れに巻き込まれていくのだ。

　この映画で重要なエッセンスとな

るのが、グイドのキャラクターの一

部をなすアスペルガー症候群の特性

だ。現在、専門的には「自閉スペク

トラム症」と呼ばれ、臨機応変な対

人関係が難しいこと、こだわりが強

く予定変更などの想定外の事態への

融通が利かないことなどが特徴だ。

興味が著しく偏り、好きなことには

とことん没頭して、よく覚えている。

身体の動きが不器用な人や、何らか

の感覚刺激に対する敏感さや鈍感さ

が際立って目立つ人もいる。グイド

は、表情や視線の運び方がぎこちな

く、動きも不器用だ。アルトゥーロ

が情緒不安定で暴力事件を起こした

という知識まで、本人の前でみんな

に披露してしまったりする。よくも

悪くも純粋で、他者にどう見られる

かがピンとこないため、精神的に幼

く見られやすい。寝るときに持ち物

を決まった並び方で綺麗にそろえて

置くなど、随所にこだわりが見られ

る。味覚だけでなく嗅覚も敏感だ。

　グイドは、自閉スペクトラム症と

してはかなり特性が目立つ方だが、

近年ではグイドほど目立たなくても

同様の特性があり、生活のさまざま

な場面で困難な思いをしている人た

ちが意外にたくさんいることがわ

かってきている。わが国の多くの地

域で、小学生の 3 ～ 5％程度が自閉

スペクトラム症と診断されている。

グイドの純粋さ、対人関係の不器用

さ、こだわりの強さを見たときに、

程度の差はあるものの自分にも似た

ところがある、と感じた人もいるは

ずだ。映画の中でアルトゥーロも、

そんなグイドのひたむきさと不器用

さに、いつしか共感していったよう

に思われる。

　映画の製作スタッフと俳優が自閉

スペクトラム症についてとてもよく

研究していることも特記すべきだ。

自閉スペクトラム症の人たちの日常

生活でしばしば経験されるエピソー

ドが、実に自然な形でちりばめられ

ている。詳しい情報はないが、スタッ
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フの誰かが親族に自閉スペクトラム

症の人がいるのではないかと思うほ

どだ。グイド役を演じたルイジ・フェ

デーレの演技も素晴らしい。「レイ

ンマン」や「ぼくと魔法の言葉たち」

などの映画で研究しただけでなく、

当事者の若者たちと触れ合って、行

動だけでなく内面からも演じようと

試みたそうだ。このように、程度の

差はあっても誰にでも多少はある自

閉スペクトラム症の特性を見つめて

理解しようと試みることこそが、本

当の理解につながるのだ。そのこと

を、ルイジが身をもって示してくれ

た。

　1 点だけ、この映画をご覧になっ

た皆さんにお願いしたいことがあ

る。世の中には、自閉スペクトラム

症に限らず、さまざまな障害をもつ

人たちがいる。生まれつきの障害の

人もいるし、認知症のように人生の

後半で発病する障害を抱える人もい

る。すべての人にとって、それは決

して他人事とはいえない。なかには

グイドのように不器用さだけでなく

豊かな才能を示す人もいるが、それ

はごく一部に過ぎない。多くの人た

ちは、才能よりも苦手さの方が多く、

生活に困難を抱えている。しかし、

障害のある人たちが示す純粋さ、一

途さは、多くの人たちが日頃忘れて

しまいがちな大切なことを思い出さ

せてくれる。当事者や家族だけでな

く、普段はこのような人たちとの接

点が少ない人たちも、この映画に触

れていただくことでイメージを膨ら

ませ、人の生活にとって本当に大切

なことは何なのかを改めて考える機

会としていただければと思う。

　素晴らしい映画を紹介することが

できたことを、心から光栄に思う次

第である。 
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