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2016 年 7 月 26 日未明に起こった、悲惨な事件は、私たちに大きなショックをもたらしました。 

私がこの事件を知ったのは、お昼過ぎ、職員から知らされ「エ———っ」と悲鳴をあげてしまいました。

体の力が抜け、暗闇に落ちるような恐怖を覚えました。事件の概要が分からないまま急いでネットを見て、

本当に起きたことだとやっと受け止めました。その後連日の報道により、事件の詳細が明らかになってき

ました。 

事件はどんな事件であったのか？事件の背景に何があるのか？そして、私たちは、これから何に向かっ

て進めばいいのか、何に向かい合っていくのか考えてみたいと思います。 

 

事件は、憎悪にみちた 

「差別にもとづく犯罪（ヘイトクライム）」 

容疑者が、2 月に衆院議長にあてた手紙で「私

は障害者を抹殺することが出来ます」「私の目標

は重複障害者が安楽死できる世界です」などと書

かれていました。警察では「障害者なんていなく

なればいい」と語ったといいます。障害者は殺さ

れて当然という障害者差別にもとづき、抹殺する

という狂気的な考えを 2 月から準備し，実行に移

しました。 

ヒトラーの優生思想（＊注１）と容疑者 

このたびの事件では、ヒトラーの思想と重なると

ころを見る事ができます。ナチスドイツはヒトラ

ーの優生思想によって障害者を「生きるに値しな

い命」と呼び殺害することを「安楽死」と呼びま

した。ナチスドイツは、ユダヤ人虐殺の前に「T4

作戦」といって 20 万人以上の障害者を虐殺しま

した。容疑者も手紙で「安楽死」という言葉を使

っています。容疑者もヒトラーの優生思想に重な

る考え方を持っていたと思われます。 

（＊注１ 優生思想—障害の有無や人種等を基準に人

の優劣を定め、優秀な者にのみ、存在価値を認めると

いう思想） 

「この子らを世の光に」 

7 月 28 日 NHK「ニュースウォッチ９」で “ヒ

トラーの思想と対極の言葉広がる”というタイ

トルで「この子らを世の光に」という言葉が紹介

されました。この言葉は 1945 年から 1968 年

に活躍した糸賀一雄氏（注 1914 年～1968 年 

日本の社会福祉の実践家）の言葉です。「精神薄

弱児（注 知的障害児）の生まれてきた使命があ

るとすれば、それは『世の光』となることである。

親も社会も気づかず、本人も気づいていない、こ

の宝を、本人の中に発掘して、それをダイヤモン

ドのように磨きをかける役割が必要である。その

事の意義に気づいてきたら親も救われる。社会も

浄化される。本人も生き甲斐を感じる」糸賀氏は

「障害のある『この子ら』の存在そのものが世を

明るくする光。その光に気づく人々を増やすのが

自分たちの仕事であるとくり返し訴え続けた」と

いいます。 

私たち施設職員にとって、糸賀氏の言葉は「仕事

の中で大切なことは何なのか？」「何に向かって、

進むのか？」を示唆していると感じます。 

ふきのとうの理念「障害者が主人公の施設づくり」 

国連の「障害者の権利に関する条約」が 2013

年 12 月 4 日に国会で承認され、2014 年 1 月

20 日に批准締結されました。2006 年に「権利

条約」が出来てから 193 か国が批准し日本は

141 番、決して早くはないですが、「障害者虐待

防止法」（「権利条約」第 16 条第 1 項に基づく

2012 年施行）や「障害者差別解消法」（2016

年施行）など国内法整備も整い、批准締結される

ことになりました。特に「差別解消法」は、「す

べての国民が、障害の有無によって隔てられるこ

となく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共

生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別

の解消を推進する目的」をうたっている法律であ

ります。施行された同じ年に、今回の虐殺事件が

起きたという事実。これをどうとらえたらいいの

でしょうか？答えがみつかりません。 

私たちの施設は、「障害を持つ人たちが主人公」

の施設理念を掲げて、運営を行ってきました。私

たち職員は支援者として、虐待（身体的虐待・心

理的虐待・性的虐待・経済的虐待・ネグレクト）

や差別を学習し、自己点検し、臆することなく相

互批判もおこなってきました。私たちの仕事は何

なのか？今回の事件から、改めて糸賀氏の言葉を

深く胸に刻み、施設職員として、誇りを持って、

仕事をしていきたいと思います。それと同時に、

障害分野の行動規範として、現在の到達点であろ

う国連の「障害者の権利に関する条約」と国内法

「障害者虐待防止法」や「障害者差別解消法」を

法律としてだけでなく、「思想」として「逆行す

る思想」を「許さない」気概を持って進んでいき

たいと思っています。 

   2016 年 8 月 9 日（文責 松田百合子）

 

 

 

 

「社会福祉法人ふきのとう」の理事として
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ましては、その資格があるのか責務を果たせる

のかと躊躇をしましたが、「ふきのとう」には子

供がお世話になって

退職して身軽となった時期でもあったことから、

「ふきのとう」発展のために微力ながら私なり

にできる限りの協力を惜しまないと決意し、就

任をさせていただきました。
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重度化の問題に積極的に取り組むべく機械浴導

入などの特化型生活介護事業所「サントアース

Ⅱ」の開設、続いて平成
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ークルⅡ」も新設されました。

 社会福祉法人として県下有数の施設となった

と自負しているところであります。

 今後共、メンバーの皆さん・スタッフの皆さ
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きました。ドクターフィッシュが手にチクチク

吸い付いてきて気持ちよかったです。カバの子
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年に一度のことなので、とってもおいしい高

級お肉と、とれたて野菜を用意しました。彩り

も鮮やかです。

美味しすぎて、ご飯三杯お変わりするメンバ

ーさんも。晩御飯が食べきれないほど満腹にな

った皆さん。とっても楽しいバーベキュー大会
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 二日間にわたり開催される祭りは

ら大賑わいで、ふきのとうが販売するソフトア

イス・唐揚げ・五平餅・玉せんが飛ぶように売

れていきました！

 ２日目は奈良のご当地アイドル「ルシャナ」

も来たりで更に大勢の人が詰めかけ、結局今年

も売り切って終了し最後の花火を見て終了し

ました。

 お手伝いに来てくださったご家族の皆様、あ

りがとうございました！
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