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はじめに

　今年の「大人の発達障害生活ガイドブック」は、発達障害のセルフヘル

プグループをどのようにつくるか、ということをテーマに作成いたしまし

た。

　発達障害と診断される大人の数は年々増加しています。成人の発達障

害の診断ができる病院が増えてきているということに加え、不況など社

会環境の悪化で社会不適応を起こす人が増えていることもその原因に

なっていると思われます。医療機関や支援機関の対応が遅れる中で、自

分たちでできることは自分たちでやっていきたい、という気持ちが自助

グループを立ち上げる原動力になっています。しかし、何の知識もなく、

誰の助けも得られない状態でセルフヘルプグループを立ち上げ、継続し

ていくのはたいへん難しいことです。

　特に大人の発達障害は、その存在が知られるようになったのがここ10

年ほどのことです。ですから当事者であっても、自分たちのことをまだよ

くわかっていないのが実際のところです。それがさらに社会適応を難し

くしている要因でもあります。最近になって当事者研究が盛んに行われ

るようになってきました。このような取り組みが当事者のエンパワメント

につながり、ありのままの自分を受け入れ、その能力を生かしてよりよい

社会生活ができるようになることを願っています。

　これから発達障害の当事者グループをつくろうとしている方、今すで

に活動している方にこのガイドブックをご活用いただければ幸いです。
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 セルフヘルプグループの基本

 ●わかちあい・共有　―　Sha r i n g

 ●気持ち　　

　今まで人に分かってもらえなかった気持ちを仲間に受け止めてもらい、

また受け入れることで、安心感を得ることができます。すべてを受け入れ

てもらえるわけではありませんが、同じ体験をもつというだけで、無条件

に受け入れてもらえる場所をもつことが自尊心の回復につながります。

 ●情報　　　

　診断できる病院や医師の情報、生活のスキル、仕事での工夫、困ったと

きの相談窓口や支援機関、また手帳や年金などの福祉サービスの手続き

の仕方や実際のメリットデメリットなど。そういったさまざまな情報を、地

域を越えて幅広く交換することができます。飲んでいる薬、診断や治療

についての情報は、偏った知識にならないよう心がける必要があります。

 ●考え方　　

　最近では、「障害」の状態は本人の問題だけではなく、その人が置かれ

ている生活環境がつくり出すものであるという考え方に変わりつつあり

ます（※ICF国際生活機能分類[２００１]の生活機能構造モデルより）。発

達障害と分かったとき「障害者」になってしまったとたいへんなショック

を受ける人もいますが、障害に対しての考え方を変えていくことで、自分

の中の偏見に気づき、発達の特性を自分なりに受け止めていけるように

もなります。

●情報

 Self-Help-Groupsとは

　セルフヘルプグループ（ＳＨＧ）とは、病気や障害やさまざまな生きづ

らさをもつ人が自主的に集まってつくるグループのことです。「当事者グ

ループ」「自助グループ」ともいいます。定期的に行われる定例会（ミー

ティング・サロン）でのわかちあいが活動の基本です。

　突然病気になる、障害をもつということは誰でも大きなショックを受け

る出来事です。特に大人の発達障害では、２０代や３０代、またはそれ以

上になってから気づいたり、人に指摘されたりして診断されることが少な

くありません。しかも、診断される前と後とで自分のもともとの特性が変

わってしまうわけではなく、それが他の病気や中途障害と違うところです。

　自分が発達障害だとわかったとき、ほっとした、納得したという人も多

いのですが、これからどう生きていけばよいのかと考えたとき、とても不

安になり、孤独感でいっぱいになるでしょう。それまでの失敗や否定され

た経験が次々と思い出され、押しつぶされそうになってしまうかもしれま

せん。しかし、それを周囲の人に話してもなかなか分かってもらえないこ

とがほとんどです。

　発達障害のセルフヘルプグループでは、このような体験や気持ちを共

有するということが出発点になります。同じ思いをもつ仲間と出会うこと

によって孤独や不安から解放され、自分らしく生きる力をとりもどすこと

ができるようになることがセルフヘルプグループの目的です。

Self-Help-Groupsとは

セルフヘルプグループの基本

第１部
セルフヘルプグループの

基礎知識
●わかちあい・共有　―　Sha r i n g

●気持ち

●考え方
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 ●自己解放―Eman c i p a t i o n

 ●自尊心の回復　　

　それまでのダメな自分、できない自分から脱却し、できることもある自

分を認めることができるようになります。自分の体験や情報を仲間に伝

えることによって、人の役に立てる自分を発見し、自尊心を回復していく

ことができます。これをヘルパーセラピー原則といいます。

 ●新しい一歩を踏み出す

　ありのままでよい、と思えるようになることで抑圧状態から解放され、

新しい一歩を踏み出すことができます。失敗経験もグループで共有する

ことによって貴重な体験の一つとなり、失敗しても立ち直っていく力を得

ることができるのです。

 ●周囲への働きかけ

　グループでありのままの自分を受け入れてもらう体験をすることで、

周りの人にも分かってもらいたいと考え、働きかけを行うことができるよ

うになります。信頼できる医師や支援者を呼んで、地域や一般の人に向

けた講演会を開催するなど、社会に向けて発信していくこともグループ

ならできます。

　また、ときには行政や国に対して意見を言うことも大切な活動の一つ

です。しかし、それがグループの主な目的になっていった場合にはそのグ

ループのあり方自体がセルフヘルプグループから変化したということに

なります。

●周囲への働きかけ

●新しい一歩を踏み出す

 ●自立　－　 I n d e p e n d e n c e

 ●自己選択・自己決定

　セルフヘルプグループには、たくさんの情報や考え方があります。そ

の中から自分に合うものを選び、自分の生き方や考え方を自分で決めて

いけるようになることが「自立」への第一歩です。就職することや結婚す

ることだけが自立ではありません。

 ●社会参加

　普段は外になかなか出られなくても、当事者の会になら行けるという

人もいます。孤立しがちな人も、グループを通して人とつながることがで

き、よりよいコミュニケーションの練習の場にもなります。またグループ

が行う啓発のための講演会など、さまざまな活動に運営側として参加す

ることで、社会の一員になることができます。

　

●自己解放―Eman c i p a t i o n

●自尊心の回復

自己信頼感・自分への安心感
安心・安全な場の確保

自尊心・自尊感情の回復
自己受容・他者受容

適切な自己像
自己同一性の確立

自立
社会適応

｢自立｣への階段 …自己受容から自立へ

自分の人生を自分の力で
歩んでいく力を得る

それ以上でもそれ以下でもない
｢自分｣を知る

受け入れられる体験と
受け入れる体験で
自己肯定感が育つ

否定されない
安心できる場所で
過ごす

●社会参加

●自立　－　 I n d e p e n d e n c e

●自己選択・自己決定
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　またその病院や施設の利用者でなければ入れない、支援者に選ばれた

人だけが参加できるというグループでは、自発性は損なわれがちです。

情報も限られ、自由に思ったことも言えないということもあるかもしれま

せん。

　治療や訓練を目的に集められたグループと、セルフヘルプグループは

異なる役割をもつものと考えたほうがよいでしょう。

 ●継続されていること

　グループの活動を継続していくことで、一人ひとりの体験が積み重ね

られ、信頼できる「体験的知識」になっていきます。たとえその会がなく

なっても、その積み重ねられた知識や経験は何らかの形で受け継がれて

いくでしょう。

　専門家の中には、当事者の知識はあやふやで危険だと決めつけてしま

う人もいるようですが、セルフヘルプグループで積み重ねられた「体験的

知識」は単に一人の人がたまたま見聞きし、体験したこととは違います。

専門家でない素人の体験者には「体験的知識」があり、これは専門職の

専門的知識にも匹敵するものであるとアメリカのセルフヘルプグループ

の研究者であるボークマンは言っています。

 セルフヘルプグループの条件

　セルフヘルプグループは、「共通の体験」をもった人たちが、自発的に集まり、自

主的に運営し、継続して活動することで成り立ちます。

 ●「共通の体験」をもっているということ

　「共通の体験」があることで、年齢、性別、職業、生活状況などの他の条

件を超えて仲間になることができます。どんなに理解のある医師や支援

者であっても、「共通の体験」をもたない人はグループの本当の仲間には

なれません。

　「共通の体験」は、「共通の状況」ではありません。発達障害と診断され

たという同じ状況でも、失敗や叱責の経験がなく、本人が特に困っている

わけでもないのであれば、同じ体験にはなりません。共通の状況であっ

ても、共通の体験でなければ、わかちあいは成立しないのです。

　また「共通の体験」とはいえ、完全に同一ではないということも事実で

す。たとえば、同じ発達障害でも、ADHDとASDでは失敗の内容や感じ

方が違っていたり、同じ特性でも男性と女性ではかなり違った体験になっ

たりすることがあります。ときにはそれぞれの違いに応じた「わかちあ

い」の場をもつことも良いことです。

 ●選ぶ自由・自発性が尊重されていること

　自己選択・自己決定が尊重されるためには、どの病院に行くか、どの支

援機関で相談するかということも、自分で考え、決められる自由も必要で

す。医師やカウンセラー、支援者がつくる会は純粋なセルフヘルプグ

ループとはいえません。すすめられて、つきあいで、仕方なく参加してい

る人が数人いるだけで、グループの雰囲気が崩れてしまうことがありま

す。

●選ぶ自由・自発性が尊重されていること

●継続されていること

セルフヘルプグループの条件

●「共通の体験」をもっているということ

※この生活機能構造モデルは、健康関連状況を記述するための概念的枠組みを示したもの。この中で「環境
因子」が重要で、環境因子のうちマイナスに働く「阻害因子」と機能障害・能力障害との相互作用によって社会
的不利状況が起こる（カナダモデル）。

参考 ： ICF国際生活機能分類（２００１）

健康状態
病気・けが・妊婦・高齢

活　動
生活行為(家事・仕事)

個人レベル

参　加
家庭・地域内役割・仕事

社会レベル

心身機能・構造
心と体の動き・体の部分

生命レベル

環境因子
物的環境・人的環境
社会制度的環境

個人因子
年齢・性別・ライフスタイル

価値観

背
景
因
子

生
活
機
能
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●ピアサポートの有効性

◎相談者との関係性（ラポール）が確立しやすい。

◎相談者の心理や身体状況を自分の経験に合わせて理解しやすい。

◎サポーター自らが役割モデルとして存在し、相談者が目標や目的をつ

かみやすい。

◎相談者が「障害」というものを理由に有利に話を展開することを阻止

できる。

◎サポーター自身の成長につながる。

●ピアサポートの問題点

◎ついつい自分が尺度になり、相談者の話を素直に聞けないことがある。

◎相談者から自分の問題と似ていることを相談された場合、逆転移して

しまいがち。

◎自分ができることを相手に押し付けがちで、できないと腹が立つ。

◎「仲間」感覚でのつきあいで距離がとりにくくなる（転移されてしまう）。

「ピアサポート養成基礎講座」（アステラス製薬２００６）

　リーダーは適切な自己イメージをもち、自分を客観視できていることが必要で

す。またリーダー同士がつながり、学び合う機会を得ることが大切です。

（広野 ゆい）

 世話役（リーダー）の心得

　世話役（リーダー）になる人が相談を受けるなど、支援者として活動することが

あります。リーダーになる人が知っておいてほしい点を挙げました。

 ●モデルである

　参加者にとって、すでにそこにいる先輩は、同じような経験をしてきた

仲間であり、「モデル」としても存在していることになります。

 ●対等であること

　通常、相談を受ける側は優位にあり、相談する側は受け身になりがち

ですが、セルフヘルプグループでは、世話をするリーダーも参加者も対

等です。メンバー同士は対等な立場から、相談したり意見を出し合ったり

します。

 ●誰もが課題を解決する力を持っている

　自分一人では抱えきれない問題を背負ってしまい、一時は投げやりに

なったり、生きる元気もなくしてしまうこともありますが、誰もがその課

題を解決する力をもっています。誰もが仲間とのわかちあいを通じて自

分の課題に向き合い、自分らしく生きていくことができるということを信

じることが大切です。

 ●ヘルパーセラピー原則　（リースマン 1965）

　自分は失敗ばかりで何の役にも立たない人間だと思っていたとしても、

グループの活動を通じて自分の体験や知識が役に立ち、喜んでもらえる。

そして参加する人が元気になっていく。それが自分自身も元気になり、自

信を回復する機会になります。結果的に、助けている側のほうが得るもの

が大きいことに気づきます。これをヘルパーセラピー原則といいます。

●ヘルパーセラピー原則　（リースマン 1965）

●誰もが課題を解決する力をもっている

世話役（リーダー）の心得

●モデルである

●対等であること
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物語は人生の舵取りになる

　私はセルフヘルプグループ（ＳＨＧ）の研究をやっています。アルコール依存の

人のグループ（ＡＡや断酒会）、死別体験者のグループ、吃音をもっている人のグ

ループ、神経難病の人のグループなど、さまざまなＳＨＧに参加し、当事者たちの

やりとりを聞いていくうちに、このようなやりとり自体になにか意味があるのでは

ないかと注目するようになりました。そこで人々がどのように病を語り、意味づけ

るのかを観察・記述する「病の語り／illness narrative」研究を行い、2009年

にはアルコール依存と死別体験のＳＨＧについて本（写真右下）にまとめました。

ここで述べているのは、病をもつ人にとって、ＳＨＧは社会的資源となる潜在性を

もっているということ。社会的資源というのはその人にとって糧になる、生きてい

く上でプラスをもたらすもの、と思ってください。

　そして参加者の自己物語構成にも注目しました。自己物語構成とは、自分が物

語の主人公として、病を抱えながらも「こうやって生きているよ」とストーリーをま

とめること。ＳＨＧの参加者は自己物語構成につい

て、あまり意識せずにやっていますが、それがその

人の支えになったりもします。物語をもって人生の

舵取りをするというか。もちろん生易しいことでは

なく、途中で壊れたり、結局つくれなかったというこ

ともあります。とはいえ、物語がつくられる可能性

が高まる、担保されるという意味では、ＳＨＧはとて

も重要な活動であると思います。

　物語というと文学的なものをイメージされるかもしれません。でもよくよく考え

てみると私たちが生きていく中で、さまざまな物語が影響を与えているものです。

戦隊ものや最近流行りのプリキュアもそうですが、正義は勝つという筋道は人間

が生きてく上で大切なメッセージです。たとえば青年が成長していくタイプのス

トーリー、宮本武蔵を例にとると、失敗を繰り返しながら、一流の剣豪になってい

きますね。それに感動し、「俺もこんなふうになりたい」と思う人には、ある種の自

己イメージができあがります。このようなことから、物語は私たちに生きるヒント

を与えてくれます。

回復だけでは語れないこと

　そこで、病気とはなんだろうか、障害とはなんだろうかと考えてみると、これは

種類によりけりですが、たとえば健康だった人が、中年になって突然がんが見つ

かった場合、それはその人にとって思ってもみなかった出来事なわけです。自分の

未来はこのまま順調にいくだろうとイメージしていたものが、変更を余儀なくされ

てしまいます。中途障害の人も同様でしょう。そういう事態になったとき、私たちは

いったいどういう物語を語りたいと思うのでしょうか。それは『回復の物語』で
あると思います。すっかり元の状態に戻るというのは、世の中に歓迎される物語で

す。誰の耳にも心地よく響きます。

　しかし、それについてアーサー・フランクさんという、40歳でガンになり、治療

を受けて寛解（病気の症状が一時的、あるいは継続的に軽減した状態）された人

が、疑問を投げかけています。「昨日、私は健康であった。今日私は病気である。し

かし明日には再び健康になるであろう」と世間に歓迎される『回復の物語』に違和

感を覚えたというのです。それができないとき、どうすればいいのか。ほかのス

テージを用意しないといけないのではないかと。

　たとえば、吃音をもつ人が吃音矯正所の合宿に参加しても直らず、「矯正所まで

行ったのにダメだった、俺はもう社会では生きていけない」と落ち込み、どんどん

　

セルフヘルプグループ～自己物語の形成と回復～

伊藤 智樹氏

（富山大学人文学部准教授）

い  とう   とも   き

（2013年3月９日・１０日のピアサポーター研修会の講演より、一部抜粋しました）

伊藤 智樹
『セルフヘルプ・グループの自己物
語論―アルコホリズムと死別体
験を例に』
（ハーベスト社、2009年）
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と思えるようになったという物語です。

　多くのＳＨＧでの話を聞くと、だいたいこの４つのどれかに当てはまる、あるい

は複数の特徴をもっていると考えられます。ＳＨＧに参加する個人にスポットを当

ててみましょう。Ａさんは言友会という吃音をもつ人のグループに参加しました。

23歳男性、公務員です。参加して１年弱という頃、「勤務中、電話などで緊張する

ことがある。そういうとき、意識的に“どうとでもなれ”と開き直ると、ちょっとまし

なように思う。吃音を気にしないで、できれば治して、素直に楽しくやれるようにな

りたい。やっぱり吃音を治すのが夢」と語っています。これは『後景化の物語』、つ

まり吃音を背景に退かせたのかなと一瞬思いますが、次に「将来は吃音を気にし

ないで、できれば治して…」が続きます。彼は『回復の物語』を望んでいると読み

解くこともできます。

　ところがその10か月後、「小学生のころに吃音でからかわれたことがあり、それ

から気になりだした。内にこもるような性格になり、友達は少なかった。社会人に

なってから１～２年目は電話の応対もつらいし、辞めようかと思った。それでも

やっているうちに少しずつ慣れてきて、今は後輩から質問を受けるようになって、

吃音が気にならないことはないが、ある程度自信をもってやれるようになった。今

はほかのことで悩んでいる」。つまり職場で経験を積み、最初は電話の応対もつら

かったが、少しずつ慣れてきて、後輩にアドバイスを与える立場になってきた。吃

音が気にならないことはないが、と少し微妙ですが、でも自信をもってやれるよう

になったと言っています。こういう職場での経験が自信をつけ、吃音の問題が背景

に退いています。『後景化の物語』に大きく近づいていくプロセスを読みとること

ができます。

周囲のサポートのあり方とは

　このようなことから、ＳＨＧに参加することで、より苦しくない方に物語を変化さ

せていく可能性が広がるのではないでしょうか。少なくとも生きづらさを軽減して

　

人を避けるようになったといいます。このような苦難の物語もあるのです。

　私は発達障害に関してはあまり詳しくありませんが、回復（障害がなくなった状

態）があてにできないことが出発点になるという意味では、おそらく吃音と共通す

るのではないかと思います。

　このようなケースを考えたとき、ＳＨＧは違うステージを考える、あるいはつくる

チャンスを与えてくれるのではないかと思いました。もう少し、具体的に話します。

私は吃音をもつ人の集会に参加していたとき、あっちのグループとこっちのグ

ループで聞いた話が、違った人生や経験なのに、物語としてはなんとなく似ている

ことに気づきました。そこで物語を詳しく読み解いていくと、４つのカテゴリーに

整理できることがわかりました。吃音をもつ人を例に説明します。

ＳＨＧには４つの物語がある

　ひとつは『改善の物語』。たとえば、発声練習やカラオケをすごく一生懸命や

ることで吃音がよくなっている、という筋道の物語です。ただ、吃音が完全になく

なった、という言い方は避けています。前ほど気にならなくなったとか、そういう表

現が使われています。

　２つ目は『開示の物語』。吃音をもつ人はそれを隠そうとしているケースが

非常に多いのですが、あるとき、吃音のことをオープンにします。信頼できる人に

打ち明けてみたとか、就職の面接で言ってみたとか。オープンにすることによって

自分がラクになります。なにかしら前向きな気持ちになれたとして主人公が変

わっていきます。

　３つ目は『後景化の物語』。状況の変化によって、吃音の悩みが後退すると

いうものです。たとえば仕事で自信がもてるようになると、吃音は治らないままで

もいいかなと思うようになる、つまり吃音の悩みが背景に退いていくのです。

　４つ目は『出会いの物語』。これはSHGに出会うことで主人公が変わってい

きます。それまで自分には友達はいない、できないと思っていたが、そうではない
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　２つ目は“多様性”です。物語は複数あるものです。この物語が一番優れてい

るとは必ずしもいえません。自分は「開示の物語」がいいと思い、他の人にもオー

プンにしなさい、と勧めるのは、押し付けがましいだけでなく、場合によってはまず

い結末を引き起こす危険性もあります。あくまでも決断するのは本人です。

　３つ目は“変化に開かれている”ということ。たとえば進行性の神経難病

患者の人が、「旅行を生きがいにする私の物語」を語ったとします。でも、もし症状

が進行していった場合、別の物語を模索しなければいけないかもしれません。そ

の人にとって同じ物語が続くとは限らないからです。ＳＨＧの活動が長くなると、

自分の物語が安定してしまい、変化に開かれているという感性が鈍ってしまうこと

があります。改めて「私の物語」に注目し、自分自身を見直してみるのも意味があ

るのではないかと思います。

　ＳＨＧ活動において、「物語」をことさら意識する必要はありません。ただときに

は、自分たちの活動が参加者にとって、どういう生き方につながるのか、冷静に分

析していただきたいと思います。そのためにふだん大切にしてほしいのは、「聞い

て心に響く語」「興味をもって聞ける話」になりやすいよう、心を砕くこと。相手の

話を聞きながら「この人の物語はどんなふうになるのだろう？」と、1人の読者にな

る感覚も大切だと思います。

いくというプロセスが期待できると思います。　

　また、Ａさんに対して周りがどう接したのか。ベテランの参加者は「自分も言友

会に入って１～２年はそのような感覚だったが、今は、症状が軽くなったらいいな

とは思っているが、どもりながらでも生活を充実させ、言友会の活動も充実させた

い、という気持ちの方が強い。ただ、こういう気持ちも言友会の先輩から聞いたこ

となので、とりあえず今後も活動を続けてはどうか。その中で考えが変わればい

いし、変わらなくても、それはそれでいいと思う」と言っています。僕はこれを聞い

て、なるほどと思いました。このベテラン参加者も『後景化の物語』を語っていま

す。彼は食品会社に就職して営業に配属されたが、営業先でどもりが出てしまった。

ところが相手から「そういう不器用な喋り方をすると、かえって人物が誠実に見え

てくる。口から先に生まれたみたいにペラペラ言う人は信用しにくいが、あんたみ

たいな人は裏表がなさそうに見える」と言われた。それで自分はすごく救われて、

その後も仕事に打ち込むことで、吃音があまり気にならなくなってきたそうです。

　ベテラン参加者はＡさんに対して、変わったらいいと思っているが、押しつけに

ならず、“変わっていくのはあなた自身だから私はそれを見ている、もしくは待っ

ている立場”というスタンスを貫いています。それが素敵だなと思いました。

物語は多様で、変化することもある　

　物語をつくるうえで、重要な要素が３つ考えられます。ひとつは“誰の物語な
のか”ということ。さきほどの例では、Ａさん自身が変わっています。つまり、周り

が変えてあげるのではなくて、本人が変わっていかなければならないのです。そ

れをベースにしながら、周りの人が可能な範囲で道連れになってあげますよとい

う支え方がいいと思います。周りがこれを見失うと、相手を変えなきゃという焦り

につながりかねません。なかなか変わってくれない人に対してイライラするとか、

私は何の役にも立っていないと落ち込んでしまうとか。そういうネガティブな状況

にならないよう、注意する必要があります。　
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　DDACが全国4か所で開催した「ピアサポーター研修会2012」でのグループ

発表をまとめました（一部抜粋）。

※文中のコラム「みんなのハウツー」は
ピアサポーター研修会の全体討論会の一部を拾い上げたものです。

アスペルガー症候群・高機能自閉症の女性の会

カモミール （札幌）

http://as-camomile.org/

　　　　はな さき   みつ

代表　花咲 蜜

　私が生きづらさを感じたのは保育園の頃から。人間関係がうまくいかず、悩みは

続きました。高校卒業後、大学進学をあきらめ、就職したんですが、職場でもつま

ずきました。仕事中にぶっ倒れ、転職の繰り返し。なんで私はこんなんだろうと思

い、書店でうつ病の本を見ていたら、アスペルガーの人はうつ病のなりやすいとい

う説明があったので、インターネットや本で調べてみました。その後、札幌こころ

のセンター（札幌市精神保健福祉センター）で診断してもらいました。

　こころのセンターとの関わりが「カモミール」の立ち上げにつながっていきます。

センターでは20代の半ばから30代前半の人を対象にグループミーティングを

行っていました。私は診断名を聞く前に「グループミーティングで同じアスペル

ガーの人と話してみたら」と医師に言われたので、「まだ診断されていないのに、

なんでアスペルガーの人と話すことになるんですか」とキレたんです。その辺が

完全にアスペルガーのこだわりなんですが（笑）、しぶしぶ参加してみたら、ものす

ごく盛りあがる！　ミーティング後に外で集まりをもつとトラブルになりかねない

ため、禁止されていたんですが、勢いのまま女子会へ。

　そのような機会が増えたものの、店で集まるとお金がかかってしまうのでタダ

で借りられる場所を探していました。そのとき知人から、ボランティアグループの

登録をすれば、札幌市社会福祉総合センターの部屋を借りられると教わり、グ

ループを結成したというわけです。

　定例会では障害や自分の今の困難について深く掘り下げ、足りないスキルを支

えようということで、SSP（メンタル強化プログラム）などのちょっとしたトレーニ

ングやいろいろなコミュニケーションワークを試しています。その後、フリートーク

をし、お茶とお菓子でワーッと騒いで、おしまい。行きたい人は二次会にどうぞ、と

いうノリでやっています。

　「カモミール」は役員が7人、全員の意見が一致しないと動かないというルール

を設けています。一人が走り過ぎることなく、細く長く続けることを目標に、誰が

欠けても潰れない運営をめざしています。私個人の展望としてここ数年、講演会

など道外の活動が多かったので、これからは地元の活動の充実に向けて、札幌市

内に限らず、函館や釧路など、地元のネットワークづくりにも力を注ぎたいと考え

ています。

第２部
みんなどうしてる？
グループの運営

●スタッフを決めず、常連＝スタッフみたいな感じでやっている。役割を決めると出
てこれない場合、お互いがしんどくなってしまう。

●人数が増えたらどんどん分化すればいい。独立して自分たちのグループを立ち上
げてもらうと、その人たちの都合でやりやすくなる。

み ん な のハ ウ ツ ー役割分担

●温かい雰囲気を大切にしたい。私はとりあえず笑わせる、
お茶を出す、おいしいお菓子を出す。

●人と共有する時間をもつことは、自分のためでもある。それを自信につなげれば、
長続きすると思う。

●してあげるという気持ちは、お互い疲れる。させてもらうという気持ちでいるとめ
げない。

●頑張り過ぎないこと。楽しみましょうという気持ちがみんなの安心感につながる。

み ん な のハ ウ ツ ー運営のココロエ
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発達障害の当事者ミーティング 

こんとん （札幌）

http://conton.net/

　　　　ふく しま   まこと

代表　福島 誠

　私はピアサポートグループの運営に失敗し、解散した経験があります。2001

年夏にＡＤＨＤの会を仲間と立ち上げ、活動していたんですが、そのうち運営がう

まくいかなくなりました。おもにお金の問題です。レンタカーを借りたり、パソコン

や必要な備品を借りるなど、かなり身の丈を超えた活動をやっていたため、維持経

費が非常にかかってしまいました。活動を縮小しても最初の赤字は解消されず、お

金の影響は大きかったと思います。

　そのような経験を教訓に、2012年7月から「発達障害の当事者ミーティング 

こんとん」という名前で当事者の相談会（例会）を行うようになりました。具体的に

はＡＤＨＤ、アスペルガー症候群、学習障害など発達障害の傾向を自覚している人

たちが集まり、ミーティングをします。毎月２回（以上）行い、お茶を飲み、お菓子を

食べながらお互いに相談しあい、解決方法を話し合っていきます。参加者は10～ 

60代までの男女。毎回10人前後の参加者があります。発達障害の診断を受けて

ない人の参加も歓迎しています。不注意によるミスや多動・衝動性による失敗、あ

るいは職場や家族、友人と良い関係をつくれないなど、当事者が共通して悩んで

いることに対して、みんなで笑いながら話をしていくことで、一緒に対処方法を考

え、元気を取り戻すことをめざしています。

　「こんとん」はグループでもあり、個人でもあるような感じですが、私が一応主

催者ということでやっています。きちんとした会員制度はとっていません。来た人

が、自分が仲間だと思えば、仲間なわけです。会を大きくしようという思いはあま

りなく、もっと人の役に立ちたい、大勢の人と会いたいと思っています。会に来る

ような変わった人、不思議な人が大好きなんです。しょっちゅうケータイをなくす

人とか、仕事に行く途中で車を乗り捨てて放浪の旅に出てしまう人とか、…親戚な

らすごく大変だろうけど、取り巻きとしては楽しいものです（笑）。

　そのような出会いがとても楽しく、人っ

ておもしろいなという好奇心が活動を続

ける原動力になっているのかもしれません。

ミーティングを続けていく中で、自分も成

長できたらいいなと思っています。

●宗教・政治・思想、スピリチュアルも思想に入るが、話題にしないほうがいい。正し
い、間違いではなくて、いろんな主義主張をもっている人がいるので、話題にするとし
んどくなる。とくに発達障害の人は政治や宗教活動にのめりこみやすい。そんな話
をもちださないというルールにすることで、参加者が安心できると思う。

●政治家の人間性にもよるが、発達障害に理解をもつ政治家とつながりをもち、社
会に働きかけるという意味では、活用できる部分があるかもしれない。

●票目当てもあるだろうが、法律やら条令やら、予算やらをつけてもらう意味では政
治家の役割は大きい。

●特定の会派とだけつながろうとするのはよくない。働きかけはいろいろな方面に
するべき。グループの目的が運動や政治活動になってしまうと本末転倒になる。

み ん な のハ ウ ツ ータブーの話題

札幌のグループ発表のようす

●グループミーティングで、答えが出るまでとことん話し合い、帰宅後自分の答えで
はなかったとわかったとき、落胆してしまう。そのことでストレスを感じ、当事者会か
ら遠ざかる人がいる。そんなとき、いろいろな当事者会があって、うちに合わないな
らほかにあるよと気楽に紹介できるような風通しの良さがあればいいが、それがで
きていないのが現状。落胆しないためにも、ともに考え、答えを出すのはあなたです
よ、というスタンスを守り通すことが大切。違う人生なのだから、お互い距離感を保
ち支え合うというのがピアサポートの基本だと思う

●人間関係が濃くなると疎外感をもつ人が出てしまう。できる範囲で参加して、と呼
びかけている。

●とにかくミーティングを続けること。呼びかける割に参加者が少ないのでもっと
踏み込んだほうがいいのかと悩ましいが、いつでも来てくださいという感じで待って
いる。

●セルフヘルプグループは万能ではない。グループよりも自分を大事にしていい場
所。リーダーといえども疲れたらやめてもいい。もしやめたとしてもそれまでの知識
や体験の積み重ねは継続していくはず。

み ん な のハ ウ ツ ー来なくなる人
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発達ひろば （帯広）

http://socialmove.p2.bindsite.jp/8hiroba/

　  　　  み  うら  じゅんいち　
代表　三浦 潤一

　私が発達障害と出会ったのは2011年の7月です。当時、帯広市の保育所で嘱

託職員として働いていましたが、在職中に腰を痛め入院しました。復帰を考えると

気持ちがナーバスになり、なかなか復職できす、過去にも大きなウツが何回も

あったため、これはふつうではないと思いました。仕事柄、発達障害関係の情報が

身近にあったので、もしかしてそうなのかなと思い、北海道立緑ケ丘病院に受診。

そこで発達障害と診断されました。

　緑ケ丘病院の掲示板で知った長沼睦雄先生の勉強会に参加し、初めて当事者た

ちと触れ合う機会を得ました。これまでバイトも含め、人間関係のトラブルなどで

転職を30回ほどしており、発達障害とわかったことで、転職を繰り返したくない、

改善したいという気持ちが強く、もっと当事者の集まりをもちたいと思い、長沼先

生に顧問になっていただき、2012年3月に「発達ひろば」を立ち上げることがで

きました。当事者が主体ですが、対人関係のトラブルが起きないよう、さまざまな

人にサポートをしてもらっています。

　活動はミーティングを中心に行っています。前もって “もやもやシート”に「相談

したい、こんな話を聞きたい」などを書いてもらい、それをテーマに話し合います。

たとえば、不安に思っていることをホワイトボードに書き、そのときの状況や感情、

自分はどうしたいかも書き加え、それに対して他のメンバーに経験談や感想、アド

バイスを語ってもらい、参加者全体で共有し、各自が納得できるものをもち帰って

もらうことをめざしています。最近は、浦河町べてるの家の当事者研究のミーティ

ングを参考に行っています。ただ、１つのテーマに30～40分かかるため、テーマ

を５、６個いただいても、時間の関係で全部取り上げられないのがもどかしいです

が…。

　気軽に集まれる、お互いが支えあえる場づくり、つまり、セルフヘルプグループ

のグループを外したセルフヘルプの部分、自助の向上に力を注ぎたいので、組織

運営に気を取られたくないなと思っています。

　今後やりたいことは社会への働きかけです。発達障害者を中心とした仲間のつ

ながりはできつつあるので、周辺とのつながりを積極的につくっていきたいもの

です。グレーゾーンの人とか、発達障害にヒットされてない人とか。私たちの活動

は社会を変えていくというより、新しい価値観の創造ではないかと思っています。

このような提案もやっていきたいですね。

中部大人のＡＤＨＤの会

サロンシャローム （名古屋）

http://blogs.yahoo.co.jp/shalom4835/

  　　  　　　　　　　　　　　　　　 とう　こ 

解決紹介担当　なつこ、透子
　

　2002年、代表のタイガーリリイを中心に3人のメンバーで「シャローム」を立

ち上げました。その頃、名古屋では当事者の動きはあまりなく、誰かいないかなと

声をかけていたら、名古屋でやってくれる人（リリイさん）がいるということで、す

ぐに会いに行きました。ちゃんと待ち合わせをしたのに認識するのに40分もか

かって…ＡＤＨＤらしいですが（笑）、今まで自分に似ている人に会ったことがな

かったので、しゃべってみて「あぁ、仲間だ」と思いました。グループを立ち上げる

のがものすごく楽しみだったので、「やるぞー！」という気持ちが湧いていたのを覚

えています。

　活動として、定期的に雑談サロンをやっています。コミュニティセンターの和室

を借り、仲間たちがまったりとくつろげる場にしたいと、この１0年間やってきまし

た。タイガーリリイ曰く、「世間や仕事場では当事者としての本音や悩みをなかな

か話せないし、本当の自分を出すことによって、周りから変な目で見られないか、

嫌われはしないかという不安を抱えながら生活してる当事者が多いと思う。そう

●コミュニティカフェから始めると手軽。飲み物は安いし、喫茶店より話しやすい。

●市民活動相談センターなどに聞くと会場の情報がわかる。でも不便
な場所だと人が集まりにくい。

●ふた間続きの和室が便利。疲れたら隣でゴロンとできる。

み ん な のハ ウ ツ ー会場
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いった当事者が、せめてシャロームに来た時だけは、安心して本当の自分をさらけ

出せる場であってほしい」―そういう思いで続けてきました。このスタイルで10

年間細々と続けてきたし、これからも変えるつもりはありません。

　ただ、２年ほど前からは男性は男性ならではの、女性は女性ならではの悩みや

問題があり、同性同士だけでしか話せない悩みもあるということで、年に１、２回ぐ

らい、男女別々のサロンを開いています。なぜか男性サロンのほうが好評です。彼

らがどういう話をするかというと「どうやったら女にモテる？」とか（笑）。独身男性

にとっても結婚は深刻な問題ですよね。

　当事者同士のまったりした場とはいえ、みんなが気持ちよく安心して参加でき

るようルールを設け、守ってもらうことをお願いしています。最初ルールはなかっ

たんですが、トラブルが発生し、そういう反省からルールをつくりました。それと

ルールではありませんが、アスペルガーの奇異型、ＡＤＨＤの衝動型・多動型が集

まると、各自が独演会をやってしまいますので、それを防ぐために話をする番に

なったら、タイマーのセットと小さいぬいぐるみ（トーキングオブジェクト）をもつ

という工夫もしています。

浜松成人発達障害サロン

「ADvanceD（アドヴァンスド）」 （浜松）

http://blogs.yahoo.co.jp/advanced_selfhelp

ファシリテーター　へいずる・らぁ

　ADvanceDの名称に3つの大文字(ADD)がありますが、これは「ADDが発展

したもの」という意味で、「発達」を「特性」と捉え、当事者に前向きに生きてほしい

という願いをこめて付けました。それと社会性なども求められるので、自助しあう

場にしていきたいという思いもあります。

　会のスタートは2009年の6月。自分の住んでるエリアで自助会はないかなと

思い、ドクターに話したら「じゃぁ君がやってみたらどう？」と言われ、それがきっか

けで始めました。

　ぼくたちの活動を知ってもらおうと、「こういう活動を始めました。よろしくお願

いします」という文章を書き、マスメディアや関連施設にFAXを送りました。しば

　

らく経ってから反応があり、2010年に地元のFM局の番組にゲスト出演、翌年に

は新聞にも取り上げてもらうことができました。

　それらがきっかけでうちの自助会のことを知ってくれたり、大人の発達障害のこ

とをわかってもらう、当事者も自助努力していく必要があるということを広く訴え

ることができたかなと思います。

　活動として、月に1回サロンを開催しています。お茶を飲みながら、ゆるやかな

雰囲気の中で当事者ならではの出来事や悩みなどを語り合います。仕事をする上

での課題や整理整頓など、困難に感じることを気軽に語りあい、自分に合った自助

努力の仕方を自分で考える場をめざしています。自分も話し、相手の話も聞き、自

分の障害と向き合いながら、社会において自分自身に合う「自助努力の仕方」を

「自助活動」を通じて考え、前向きに生きていってほしいと思います。

　自助会においてやっていきたいことは、会の維持です。自助会は社会の一部で

あり、かつ会が大きくなればなるほどトラブルが起こりがちなので、やはりルール

は必要かなと思います。少しずつ改善しながらルールづくりを進めているところで

す。支援者・第３者との交流会や他所遠征、バーベキュー大会などといった別枠で

のイベントもやっていきたいと思っています。

●マスコミに案内を送り、反応があったのが地域のフリーペーパー。それに載った
ことで電話がたくさんあった。そのときは自分の携帯電話だったので、記事にするな
らメールアドレスのほうがいい。

●うちはブログだけ。

●行政の広報は慎重に。すごい数が来る。

●駅まで迎えに来てとか、会合の日が決まったら電話をくださいとか言ってくる人が
いる。私たちは支援者ではないからそこまでできない。世話役も参加者も対等とい
うことをわかってもらうのが難しい。

●連絡先や電話受付を、代わりにやってくれる支援センターがある。そういうのを利
用すると楽かもしれない。

み ん な のハ ウ ツ ーＰＲ
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自助グループ

ＢｌｕｅＭｏｏｎ／ブルームーン （堺）

http://blogs.yahoo.co.jp/duaed021/

　　　　いし ばし   ひろ   し

代表　石橋 尋志

　27歳のときにＡＤＨＤと診断されました。会社には言っていません。得意なこと

はおしゃべり、苦手なことは事務作業と数字です。営業マンなのに運転も下手です

（笑）。母親が小学校の教員で、教員向けの発達障害のセミナーを受けたときに、

「あ、うちの息子のことや」と思い、本を買い、ぼくに読ませてくれたのが障害を

知ったきっかけです。高校大学は特に支障なく、なんとかやってこれましたが、社

会人になってミスが続き、これではいけないと診断を仰ぎました。

　会ができて今年4月で丸２年になります。ピアサポーター研修会を受けて、自分

も自助グループを立ち上げたいと思ったんですが、一人ではできなくて、たまたま

カフェで知り合いになった人が「私もＡＤＨＤやねん」という話になって、「おぉ、お

れもなんすよ！」と盛りあがり、２人で立ち上げました。

　月１回、第１水曜日の午前中に集まりをもっています。平日の午前中なので主婦

の人が多かったんですが、やっていくうちに人数が増えたので、グループを分けま

した。午前の部と夜の部を同じ日にやり、午前の部を「Half Moon」と名付けまし

た。どちらも人数が増えてきたので、「Men’s Moon」という男だけの会を別の日

にやっています。どのグループも10人を超えないぐらいの人数に調整しています。

　人数が増えるにつれ、グループを細分化していっていますが、同じ障害でも人に

よって傾向が違うと思うんです。理想的なのは、自分の属性に合うグループを選べ

て、きめ細やかな対応ができると、相対的にたくさんの人が船に乗れるのではな

いかと思います。よくあるのはひとつの船にみんなが乗ろうとして沈没してしまう

こと。結局乗れる船がなくなりますね。そうならないよう、いろいろな属性の、いろ

いろな人がいるグループがたくさんできるとおもしろいなと思います。

広汎性発達障害者のための自助会　

アスパラガスの会 （大阪）

http://asperger.maminyan.com/asparagus/

主宰　狸穴猫／まみあなねこ

　私の息子は喘息で府立病院に長期入院していました。そこでの集団生活がうま

くいかず、精神科に回され、アスペルガーと認定されました。参考図書リストを渡

されたので、本を読んでみると、「これ私のことだ」と思いつつ、別に診断はいいや

と放っていたら、その後、ＰＴＳＤを発症。大阪に来て間もない頃だったので、息子

の主治医に相談したら「お母さんもアスペルガーです」と診断されました。

　ネットで発達障害のお友達とやりとりをしていて、たまたま住所が近かったので、

●フェイスブックはやらない。ネット上のやり取りだと距離がある。便利だけど怖い。

●２次障害で被害妄想的になっている人がチャットでしつこく書いてきたり、誹謗中
傷するなど困ったことがあった。運営のルールをつくったので今は解消されている。

●掲示板は好きなことを書き込めるので非常に怖い。誰かとつながっていたいとき
にそういう場があると救いになるが…。上手に使うことが必要。

●フェイスブックは比較的マシ。実名でやり取りするので、あまり無茶は
できない。うまく使えばすごく役に立つし、人とのつながりを広めることも
できるのでは。その点、匿名系の掲示板やネットは、はまってしまうと面倒。

み ん な のハ ウ ツ ーネットの利用

●公的機関の制度や役割をよく知ることは大事。来た人がアルコール依存ならそ
ちらの専門機関を紹介できる。

●保健センターとか、地域とのつながりをもつと協力してもらいやすい。

●行政と話をするとき、主語は「私」ではなく「私たち」に。伝わるニュアンスが違
う。

●会の名刺をつくり、代表とか肩書きがあると話を聞いてもらいやすい。グループ同
士の横のつながりは大切。

み ん な のハ ウ ツ ー情報
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会うことにしました。何回か会ううちに、もう一人広汎性発達障害の子がいるとい

うことで、３人で会いました。「３人で集まれば、プチ自助会だね。１回じゃもったい

ないからもうちょっとやろう」ということになり、半年後にグループを結成しました。

　月１回テーマ決め、７～８人のグループワーク形式で話し合いをします。参加者

は15人～25人ほどです。活動をやっていて大変だと思うことは、話しすぎる人た

ちをどうやって制御するか、です。あれこれ悩んだ挙句、「それはちょっとテーマに

はずれているから」と遠慮なく言うことにしました。音声過敏対策も結構重要なこ

とと知りました。一度、気にしないで公民館を借りたんですが、音がすごく反響す

る部屋で、みんな参っちゃった経験があります。私も音声過敏がひどいから、うわ

んうわんと響くなかで声が聞き取れず、真っ青になりました。

　今のところ、参加者はホームページ経由か、私のブログ経由で来る人が非常に

多いです。とりたてて地域の媒体には載せていないので、それをやればどんな人

が来るのかなと興味をもっています。親の会との連携や、当事者しかもっていな

い知恵なども発信していきたいと思います。

関西ほっとサロン （芦屋）

http://kansai-hotsalon.main. jp/

　　　　ひろ  の

代表　広野 ゆい

　発達障害の診断を受けたのは10年ほど前です。親戚の子どもさんがＡＤＨＤと

診断されたと聞いて、母が買ってきた『のび太・ジャイアン症候群』という本を読ん

だら「うわっこれ私や」と思いました。それで気がついたのが最初で、すぐ後に出版

された『片づけられない女たち』も読みました。これは病院に行ったほうがいいの

かなと思って、情報を集めているうちに、ちょうどそのころ大人のＡＤＨＤの会とい

うのが北海道で立ち上がったのを知りました。北海道に２～３回行きました。東京

や名古屋、九州にも行きました。

　関西にもひとつあったんですが、そこはなくなりそうになっていたので、新たに

関西ほっとサロンをつくりました。助けてもらったのは北海道や東京の仲間たちで

す。近くに話せる人がなかなかいなくて、ちょっと寂しいスタートでしたね。

　最初はネットだけで告知していたので参加者は５人～10人ほど。教会から来た

という人がいっぱい入ってきたこともありました。神はなんでも許してくれる…と

（笑）。そんなことがありながらも、今も月に１回、芦屋の市民センターで開催して

います。知名度が上がるにつれ、人数が増えてきて、多いときで50人近く来るの

で、全然収拾がつかないですね。勝手にしゃべってください状態です。最初に自己

紹介をやり、そのときに自己診断名を言ってもらいます。それを話題にしていくこ

とで前向きにとらえてもらいたいなと思います。テーマを設けて話し合ってみた

い気もしますが、今はちょっと無理かな。

　ほかに北摂サロンがあったり、今休止中ですが和歌山や静岡でやったり、女性の

悩みが大きいということで女性サロンも不定期にやっています。

　ＬＧＢＴで発達障害とか、依存症で発達障害とか、そのような会をつくりたいと

いう声も上がっています。人が集まりそうであれば、そういう会をつくってもいい

のかもしれません。それとグループのリー

ダーをたくさん育て、リーダーのネットワー

クができたらいいなと思います。リーダーな

らではのしんどさってあるじゃないですか、ト

ラブルや運営の問題もつぎつぎ出てくるし

（笑）。そういうのを話しあえたらいいですね。

大阪のグループ発表のようす

●発作を起こしてトラブルになる人には、発作を起こさないような状況になってか
ら来てほしいと言っている。

●メールアドレスや電話番号の交換は原則禁止にしたほうがいい。いきなり夜中に
かけまくって困らせる人がいる。仲良くなってから交換するのは自己責任で、と言っ
ている。

●自分と他人の境界線が意外にわからなく、拾いに行ってはダメなところまで拾い
に行って疲れてしまう。世話役も自分のなかでラインを決めた方がいい。

●二人だけで話したいと言ってくる相手には要注意、同性でも家に入れると帰らな
いことも。感じのいいタイプだったりする。

●大騒ぎする人はほっとくしかない。無理なお願いをされたらガッツリ
断ることも大切。

み ん な のハ ウ ツ ートラブル対策
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メンバーの方が一つのグループに１人いて
スーパーバイザー的な役割をしてくださると助かります。
自由に座ると“間”’（沈黙）ができてしまいます。
40代・PDD（２か月）

こういう会はなくならず続いてほしいですね。
発達障害でない人には話せない話もここでは話せるので楽しいです。
40代・AS（６か月） 

私は自分から話すのがあまり得意ではない（話題を思いつかない）のですが、
皆さん結構どんどん話されてうらやましかったです。
40代・PDD（６か月）

同じ悩みを共有できて良いと思います。
20代・PDD（７か月）

当事者の話がラフに聞くことができる。
遠方から来られている方がいつもいらっしゃるのに驚きます。
50代・未診断（１年）

ＫＹを公表した際の対応について話を設けてほしい。
ＳＳＴを安くしているところなどの情報がほしい。
40代・AS（１年） 

毎月、参加することを楽しみにしています。
30代・PDD（２年）

自由な感じがサイコー!!　奇跡のサロン！ってほめすぎ!?　
ずっと続けて下さい。手伝うよー。
50代・PDD（２年）

なかなか日が合わず出席できないのですが、頑張って参加したいなと思います。
日本語が通じるっていいなと思いました（笑）
40代・不明（２年）

ここに参加して、自分と同じように発達障害の二次障害で苦しんでいる人が
多数いることを知って、気分が楽になった。
30代・PDD（２年２か月）

会の参加者やコーディネーターによってとても自分のためになることと、
かえって自分の二次障害がひどくなってしまう場合の両方があるため、
コーディネーターや雰囲気が大切だと思う。
40代・PDD（９年）

「セルフヘルプグループに参加して思うこと」
～アンケート自由記述より～ グループに参加された方の感想を聞いてみました。

※（　）内はグループ参加歴です

自分と同じような人がいて話せたことは良いことだと思った。
20代・AS（初参加）

いろんな思い、経験をされている人の話を聞けて、
気持ちが楽になりました。
30代・未診断（初参加）

自分と違う症状や考えを少しずつ知ることができるので良いと思いました。
本の知識だけでなく、実感することができました。
アイデンティティの話を聞いていただき、癒されました。
本当にありがとうございました。
20代・PDD（初参加）

初対面の方々といきなり雑談をするというのは結構大変でした。
いろいろな情報を収集できればと思いました。
30代・不明（初参加）

想像していたよりたくさんの方がいらっしゃって驚きました。
また皆さんのいろいろなお話を聞いて
参考にさせていただければな…と思います。
40代・不明（初参加）

悩みをかかえている方が多いことがわかりました。
30代・不明（初参加）

いろんな人のリアルな体験談をお互いに話せて、勉強になりました。
20代・未診断（初参加）

しんどいし、おもしろいし、良いと思います。
いろんな世界があるなと思いました。ありがとうございました。
30代・ADHD（初参加）

私の地元でも大人の当事者会が生まれ、
活発に活動できたらなぁ…と思いました。
20代・ADD（２か月）

健常者と親しく関わったり、話したりすることが難しいため、
気軽に話せる人たちに出会えたことは良かったと思う。
不詳・PDD（２か月）

参加者の声
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 ●場所と時間を決める

　同じ場所、同じ時間で開催したほうが継続して開催も参加もしやすく

なります。新しい場所に行くことや、新しい場所に慣れるのに負担がかか

る人もいるでしょう。それでなくても、初めて参加する人はとても緊張し

ています。いつも同じ場所で、同じ時間でやっているということが安心感

につながります。会場は、駅から近い。分かりやすい。無料で使えるなど、

いろいろな条件を考えて継続しやすい場所を探します。自宅などよりも、

地域の市民センターや、公民館、福祉センターなどの公共施設が適当で

す。

　活動の頻度は1～2か月に1回というグループが多いです。世話役が

疲れない程度で、参加者が次を楽しみにできるぐらいがいいでしょう。

 ●参加者を募る

　グループをつくったことを周りに知らせるには、地域のセルフヘルプグ

ループを支援しているボランティア活動センターや、保健センター等で

告知をしてもらう、チラシをつくり、支援機関に協力してもらうなどの方

法があります。最初は対応できる範囲から始めるのがおすすめです。

　実際には、ホームページやブログ、ＳＮＳで告知を行っているグループ

が多いようです。参加者専用の掲示板をつくり、情報交換や相談をして

いるグループもあります。

　参加については、メールや電話などでの申込みが必要なところもあれ

ば、当日直接行っても参加できるグループもあります。新聞や地域の広

報誌に広報するのも一つの方法ですが、地域によっては問い合わせが多

すぎて対処できないということも考えられます。

セルフヘルプグループの始め方

　自分の住んでいる地域にグループがなかったり、行ってみたら自分の

もつ体験とは少し違っていたりというとき、自分でもグループをつくりた

いと思うことがあるでしょう。いろいろな地域に、いろいろな種類のグ

ループができれば、参加する人も自分の体験に合ったグループを見つけ

て参加することができます。海外のセルフヘルプグループの手引書にも

Don’t reinvent the wheel.　(１から始めてはいけません)  とあ

ります。新しいグループをつくるときには、いきなり始めようとせず、まず

は他の似たようなグループに参加して、グループ立上げのノウハウを学

ぶことが大切です。

 ●世話役（スタッフ）を集める

　まず、一緒にグループを運営していく仲間を集めます。最初から数人

で始めるのもいいですし、最初は一人で始めて、参加者の中からスタッ

フを募ることもできます。講演会やイベントに参加してみる、他のグルー

プに参加するなどで仲間と出会う機会を増やしていくと、一緒にやって

いけそうな仲間が見つかることもあります。また支援機関などで行われ

ているグループ活動から発展してセルフヘルプグループがつくられるこ

ともあります。

セルフヘルプグループの始め方

第３部
セルフヘルプグループを

つくろう

●参加者を募る

●世話役（スタッフ）を集める

●場所と時間を決める
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 グループの運営

　グループを継続して行い、また地域の中で活動を広げていく際には、

グループ運営のノウハウを知る必要があります。

 ●世話役と役割

　グループ運営に関する事務など、一人ですべてやらなければならない

となると、世話役は疲れてしまいます。一緒にグループを手伝ってくれる

スタッフを募り、役割分担をして負担を減らしていくことが続けていくコ

ツになります。また、頑張りすぎて疲れたら、休むということも大切です。

開催の回数を減らしたり、やり方を変えたり、また一時休止して仕切り直

しをするということも、ときには必要です。

 ●会則

　会則は、そのグループが何を目的

に集まり、どのように運営していくの

かという方針を示すものです。地域

の市民活動センターや福祉施設に

団体登録したり、助成金を申請する

というときには会則の提出が必要な

ことがあります。

　主な内容は会の名称・所在地・目

的・活動内容・会員・役員・会費・会計・

会議・禁止事項・改正など、他の団体

のものを参考にしながら、グループ

の状況に合わせて作成します。

　

 定例会（ミーティング・サロン）の進め方

　発達障害のグループでは、ミーティングの進め方はグループによって

さまざまです。テーマを決めてミーティングやグループワークを行う場

合は定員を設けたほうがうまくいきます。テーマを決めた話し合いの後

で自由に話す時間をつくると交流が深まります。いろいろなやり方のグ

ループに参加し、自分たちに合ったやり方をつくっていくのも楽しみの一

つです。

 ●「グランドルール」を作る

　ミーティングやサロンを開催すると

きには、その場を安心・安全な場所にす

るための最低限のルールを決めます。

　このミーティングの場でのルールの

ことを「グランドルール」といいます。こ

のルールがあることで初めて参加した

人も安心して自分のことを話すことが

できます。ルールはそれぞれのグルー

プのやり方に合わせて決めますが、わ

かりやすく、細かくしすぎないようにし

ます。主催者のためではなく、そこに来

る仲間のためのルールなのです。

定例会（ミーティング・サロン）の進め方 グループの運営

●世話役と役割

●会則

●「グランドルール」をつくる

【ミーティングのルールの例】
①体験を語り合うときは、「言いっぱなし、聞きっぱなし」。
②他人への批判、説教、政治的または宗教的な主張はしない。
③話したくない人は話さなくてもよい、
　名前を言いたくない人は言わなくてもよい。
④会で聞いたことは他言しない。
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 セルフヘルプグループ・チェックリスト

□ みんなで役割を分担している

□ リーダーとメンバーが対等に文句を言い合える

□ 何かを決めるときには、みんなが参加できる

□ メンバー同士がお互いを認め合っている

□ ほっとできる

□ 援助専門職の人と対等につきあっている

□ 自分たちで活動を評価している

□ 時々は口論することもある

□ 失敗しても、またみんなでチャレンジできる

□ 自分のこころの成長に役立っている

（SHGチェックリスト STIALISH 宮崎）

（広野 ゆい）

 ●資金

　ボランティアで行われているグループであっても、会場費やお茶菓子、

印刷物の作成、ホームページの維持費などの運営費は必要です。このよ

うな最低限の費用を賄うための資金は参加費で賄うのが基本ですが、グ

ループの立ち上げや、専門家や支援者を呼んで講演会などを開催すると

きに、ボランティアグループ等を対象にした助成金を申請することもでき

ます。このような情報は地域の社会福祉協議会やボランティアセンター

等に相談すると情報を得られます。

 ●専門職との関わり方

　セルフヘルプグループの特徴を理解し、当事者が主体であることを尊

重してサポートしてくれる医師や心理士、福祉専門職などは、大変心強い

味方です。仕事や研究の一環として関わる専門職の人たちが当事者とし

て仲間になることはできませんが、新しい情報や知識を得るとか、問題が

起こったときの相談相手として大きな力になってくれるでしょう。そのよ

うな専門職とセルフヘルプグループとは、対等な立場で関わっていくこ

とが大切です。

【参考】
『わかちあい・ひとりだち・ときはなち』岡　知史（星和書店1999）
『知っていますか？セルフヘルプグループ一問一答』
伊藤伸二・中田智恵海（解放出版社2001）
「ピアサポート養成基礎講座」（アステラス製薬2006）　　他　

セルフヘルプグループ・チェックリスト●資金

●専門職との関わり方
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【全国のクリアリングハウス】

※「クリアリングハウス」は、セルフヘルプグループの立
ち上げ支援、運営の相談、グループの紹介等を行う機関
です。

● クリアリングハウス　ＭＵＳＡＳＨＩ（埼玉県）
http://homepage3.nifty.com/ch-musashi/
　　● かながわボランティアセンター（神奈川県）
http://www.knsyk.jp/s/volunteer_center/
　　● 横浜市男女共同参画センター横浜（神奈川県）
http://www.women.city.yokohama.jp/
　　● 大阪セルフヘルプ支援センター（大阪市）
http://www.sun-inet.or. jp/̃selfhelp/osaka/
　　● きょうとセルフヘルプ支援センター（京都市）
（ただ今準備中）
　　● ひょうごセルフヘルプ支援センター（兵庫県）
http://hyogo-self-help.main. jp/
　　

● セルフヘルプ情報　北九州（福岡県）
http://www.geocities.jp/shi_kitakyu/
　　● STIALISH・宮崎セルフヘルプ情報支援センター
（宮崎県）
http://www.geocit ies. jp/selfhelp_stial ish/inde
x.html
　　● セルフヘルプ支援センター沖縄　セルフヘルプ
＆リカバリー（沖縄県）
http://www.geocit ies. jp/centerokinawa/index.
html

【全国の社会福祉協議会】
http://www.shakyo.or. jp/about/index.htm

　地域の社会福祉協議会のつくるボランティアセン
ター等では、セルフヘルプグループの支援を行って
いるところもあります。

ＤＤＡＣとは

〒541-0046　大阪府大阪市中央区平野町２丁目２-９

付  録
セルフヘルプグループの相談機関一覧

● 「発達障害のピアサポートグループ支援事業」情報発信サイト

ぴあさぽ！ JAPAN　http://piasapo-japan.com/
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