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はじめに 

 私は平成 15 年に社会福祉士資格を取得後いくつかの職場を経て視覚障害者支援施設に中途採用された事から

視覚障害者に対する支援を専門に行うようになった。一般的な社会福祉士が行う相談支援だけではなく、主に中途

視覚障害者が白杖歩行・ICT・点字・ADL等の知識や技術を習得するための訓練（視覚障害リハビリテーション）

を担当しており、事務的な支援と直接処遇的な支援を同時に行う事ができる魅力的な仕事である。この職に就いて

12年になるが、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを提供する施設、医療と福祉のスムーズな連携を目

指した眼科病院、そして地域生活支援事業として地方自治体が提供する中途視覚障害者緊急生活訓練事業と、サー

ビス提供の主体や内容が異なる 3 つの職場を経験し多くの方と出会った。しかしどこで働いていても障害当事者

の多様なニーズに十分応えられない事を心苦しく思っていた。長く福祉を生業としてきた自分自身の課題であるが、

クライエントを既存の福祉サービスに当てはめる事を良しとし、自分と同じ時代を生きる生活者としてのクライエ

ントを置き去りにしているのではないか、と。 

何か新しい視点が欲しい。自分の思考だけでは限界を感じていた時に海外研修の機会をいただいた。訪問国とし

てイギリスを選んだ理由は、先行研究の論文を読み、イギリス視覚障害者協会（Royal National Institute of Blind 

People、以下RNIB）が失明時アドバイザー（Eye Clinic Liaison Officer、以下 ECLO）の眼科への配置を推進

している事を知ったためである。日本でも関係者の努力で患者の医療から福祉への橋渡しは徐々に良好なものにな

りつつあるが、ECLOは日本にはない専門職であり強く興味をひかれた。そこで RNIBや ECLOを初めとするイ

ギリスの視覚障害者福祉について広く学び、今後の支援のヒントを得たいと考えた。 

 

Ⅰ イギリスにおける視覚障害者 

 日本において視覚障害が原因で日常生活が困難な状況になった場合、福祉用具の給付や障害福祉サービスを利用

するためには都道府県等が発行する身体障害者手帳を取得する必要がある。視覚障害の身体障害者障害程度等級は

1～6級に分かれており、厚生労働省の平成 18年身体障害児・者実態調査結果によると総数は31万人である。 

イギリスにも同様の視覚障害証明書があり、イングランドとウェールズは CVI（Certificate of Vision 

Impairment）、スコットランドは BP1、北アイルランドは A655と呼ぶ（※以下、CVIと略す）。CVIは眼科医

が作成し、これにより患者は視覚障害者と「認証」される。この段階で視覚障害が弱視（sight impaired）と重度

視覚障害（severely sight impaired）という 2つのカテゴリーに分けられる。CVIにはもう一つ目的があり、イ

ギリスの国民保健サービス（National Health Service、以下NHS）が視覚障害の根本原因と影響を研究するため

に使うデータを収集する手段でもある。CVI が発行されると患者が居住する自治体に情報が送られ、自治体の担

当者から患者に視覚障害者「登録」を勧める働きかけが行われる。つまり CVI は「認証」と「登録」の二段階に

分かれており、自治体に登録するかどうかを決めるのは患者本人である。登録により個人自立支援金（PIP）の受

給、公共交通機関や公共放送の利用料金の減免、障害者用駐車場の利用許可証等の福祉サービスが利用できるよう

になるため多くの患者は CVI登録する。なお重度視覚障害者の方がより多くの給付を受けられる。登録のデメリ

ットは運転免許証が無効になるので運転が必須の職業に就いている者は職を失う可能性が高くなる事である。 

眼科医によって認証された時点で自治体は視覚障害者についての情報を把握するので、登録しなくとも自治体に

所属する視覚障害リハビリテーション担当者（Rehabilitation Officer for the Visually Impaired、以下ROVI）

等の専門家による支援は受けられる。NHS によるとイギリスの人口 約 6500 万人中、視力を部分的または完全



に失った状態で暮らしている人は約 200万人おり、このうち約36万人がCVI登録している。 

 

Ⅱ 研修・調査先の概要 

 視覚障害者・児に対する多様な生活支援の実情と支援者の関わりについて幅広く調査を行った。以下、研修先で

得られた知見について概要を紹介する。 

 

 １ RNIB 

  1868年に設立され 2018年に創立 150周年を迎えたイギリス最大の視覚障害者支援団体である。本部はロ

ンドンのキングズクロス駅近くにあり、その周辺では白杖や盲導犬を使用して単独歩行する人たちの姿をよく見

かけた。職員数はグループ全体で約 2000名（2018年）、視覚障害者も多く含まれる。RNIBの事業は主に視

覚障害者向けで、拡大文字や点字の書籍出版（写真 2）、トーキングブック（録音図書）作成、学校経営、教育

支援、雇用支援、リソースセンター（用具開発・販売）、障害予防、ピアサポート、ICT機器の使い方支援、電

話相談等、イギリス各地で展開している。多くのボランティアにも支えられており 2017～2018 年にかけて

6159の役割で 4796人が活動した。 

       

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部が実施する 4つのサービスについて紹介する。 

（1）sight loss advice service 

  視覚障害に関する専門的な電話相談サービス。平日の午前 8時～午後 8時までと土曜日の午前 9時～午後

1時まで対応している。相談者は主に眼科の ECLO を通じてこのサービスを知る。相談の多くは給付金に関

する事で、CVI登録する事で手当をどれくらいもらえるかについて情報提供する事が多いという。 

今回実際の電話相談場面を見学させてもらう事ができた（写真 3）。80 代の重度視覚障害男性からの相談

電話は「公営住宅に住んでいるが、自宅の照明が切れているため躓き転倒した。役所に交換を依頼してもや

ってくれないので家に来て交換して欲しい」との内容だった。担当者は困惑している相談者の話を丁寧に聞

       

（写真１）RNIB本部前                 （写真 2）所蔵している大活字の視覚障害者 

向けｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ指南本 



き取っていたが対応できない内容だったためその旨回答し相談を終了した。 

 

（2）Talk and Support 

  18年前から始まったイギリス全土の成人を対象としたサービス 

で、電話会社が提供する「電話会議サービス」を利用し、視覚障害 

者が自宅に居ながら固定電話を使って興味関心の合うグループに 

参加して会話を楽しんでいる。音質の問題や通話料の高さから携帯 

電話での参加は不可。移動や情報の入手が困難なため孤立しがちな 

視覚障害者が同じ障害や目的意識のある人たちと電話でコミュニケ 

ーションを図る事で、居住地域に視覚障害者がいなくても孤独を感 

じないようピアサポート的な役割を果たす。 

サービス開始当初は週 1回の実施だったが現在は年間 130回実施 

されている。電話ミーティングの時間は 1回 1時間で電話代はRNIB 

が負担。参加者は週に 850名で、その内訳は、男女比が女性 64％ 

  男性 36％、年齢は 21〜104歳と幅広いが多くは 60代以上、そして 

人種は白人が多くを占めるという。トークグループは参加者の目的別に分かれており、友人作り、ミステリ

ー小説が好きなグループ等、内容は様々である。グループの定員は 8 名で欠員が出た場合に新メンバーを募

集する。トークグループへの参加希望者は事前に ①個人情報保護 ②参加者同士の尊重 ③秘密厳守といった

規則への同意が必須である。電話ミーティングの際はファシリテーターとして職員や専門的な訓練を受けた

ボランティアが加わるが、ファシリテーターは参加者全員が発言できるよう促したり、和やかに話が進むよ

うに気を配るだけで会話には入らず原則情報提供もしていない。トーク中に参加者が生活課題を抱えている

事が示唆された場合、ミーティング終了後に職員が当該参加者に電話をかけなおし改めて詳細を聞き取って

いる。支援が必要な場合は関係機関に繋ぐが、本人が支援を必要としない場合はそこで一旦サポートは終了

され、本人の同意なしに関係機関に情報を送る事はない。 

  特筆すべきグループとして受障直後の人のための情報交換グループがあり、メンバーは ECLO から紹介を

受けた 8名で構成されている。実施期間は 4週間で週毎にテーマを決めて話し合う。テーマは以下のとおり

で、視覚障害と共に生きていくためのファーストステップ的な内容になっている。 

  第 1週 自分の眼の見え方や視覚障害について 

  第 2週 自立した生活に向けた福祉用具の紹介・ロービジョンセンター（Low Vision Center、以下LVC）

で受けられる支援の紹介・視覚障害リハビリテーションの紹介 

  第 3週 スマートフォンやパソコンといった利用可能なテクノロジーの紹介 

  第 4週 地元で利用可能な福祉サービス紹介・このグループ終了後に利用できる Talk and Supportサー

ビスの紹介   

   

（3）Children Young People and Family （以下CYPF）コーディネーター 

  イギリスの成人年齢は 21歳だが障害者の成人年齢は 25歳と定められている。そのためCYPFコーディネ

 

（写真 3）電話相談の様子 



ーターは 25歳までの視覚障害児やその家族への支援、視覚障害者自身が子どもを育てる際のサポートを担当

している。コーディネーターのTom Norton氏も弱視で、RNIBのヘルプラインや ECLOから対象者が紹介

されると、相談対応や関係機関との連絡調整、各種法律や給付金の申請等に関する情報提供等の支援をして

いる。サポートの対象となる視覚障害児は学習障害や他障害が重複している事が多く、長期に渡った支援が

必要な場合もある。イギリスの学校教育は ①就学前（2～5歳）②初等教育（5～11歳）③中等教育前期（11

～16歳）④中等教育後期（16～18、19歳）⑤高等教育（18歳以上）の 5段階に分かれて行われるが、③

中等教育前期になると学習内容が徐々に高度化するため、教師が重度の視覚障害児に対し、特に数学や化学、

英語のスペルを教える事が難しいという。このように当該児の通う地域の普通校で対応が難しい事があれば

CYPFコーディネーターに支援要請が来る。 

 

（4）LVC 

  LVCのoptometrist（※検眼士または検眼医と訳される）から業務説明を受けた。サービスの対象者はRNIB

本部の周辺自治区（カムデン、イズリントン、ケンジントン、チェルシー）に居住している 16歳以上で、病

院関係者やソーシャルワーカー、眼鏡店等から紹介された弱視者である。まず対象者の眼の状態を評価する

ために optometristが詳細な検査を実施し、検査結果は関係者全員に報告される。LVC内に 2つある診察室

での検査の他、対象者の自宅を訪問し検査をする場合もある。説明してくれた optometristは、RNIBのLVC

での勤務は週 3日、ムーアフィールド眼科病院で週 2日勤務しており、一日に対応する患者の数はRNIBで

4名、ムーアフィールド眼科病院では午前と午後で 3名ずつの計 6名だという。患者の中には自閉症や学習

障害のある人も含まれており、学習障害のある人が目の見えにくさを訴える確率は一般の人に比べると 10倍

は高いという。 

眼科と LVCとの連携について尋ねると、一般的に眼科医は患者に対して病気や治療に関する事以外の説明

はしないため、optometrist が目の状態を確認した上で眼鏡やコンタクトレンズを処方したり、拡大鏡等の

視覚的補助具の選定をしたりと、業務分担がされていた。 

 

2 ムーアフィールド眼科病院 （Moorfields Eye Hospital） 

  ロンドン中心部にあるNHS運営の眼科病院でヨーロッパ最古かつ最大の眼科である。研究所が隣接し、眼

科教育や研究において重要な役割を果たしている。最寄り駅である地下鉄のオールドストリート駅の改札か

ら病院の入り口まで緑色の誘導ラインが引かれ、視覚障害のある患者が道に迷わずに病院へ来られるよう配

慮されている（写真 4）。 

今回インタビューしたムーアフィールドの ECLOである David Samuels氏自身も先天性かつ進行性の眼

疾患のため弱視で、2018年の夏に貸与されたオスの盲導犬カドリーと一緒に自宅から 1 時間かけて電車通

勤している。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）ECLOの業務内容 

  3名の ECLOが在籍し、2名はフルタイム、1名はパートタイムで勤務している。なお ECLOとして働く

ためには所定の研修を受ける必要がある。ECLO の患者への介入は主治医からの指示によって開始される。

Samuels氏はCVI登録が必要な患者を週平均で 25名面接しており、そのうち地元自治体での登録を希望し

ない人は半数程度だという。病院内には ECLO の他にも患者を支援する専門職のサポートチームがあり、医

師からの指示で必要に応じてカウンセリングや感情的・心理的なサポートを行ったり、病院外でのサービス

に関する実践的なアドバイスや情報を提供している。Samuels 氏は「患者に利用可能な福祉サービスを教え

る事が ECLOの一番のサービス」という。ECLOは患者の地元自治体との調整、自治体で実施しているサー

ビスや受給可能な手当、就労に関する情報提供やアドバイス等、生活を維持するための具体的な支援につい

て説明する事を最も求められている。 

  しかし Samuels氏は「ムーアフィールドのように ECLOが常駐している眼科はまれである」という。理由

は、支援を必要とするほどの重篤な患者が一般の眼科診療の中では多くない事と、一度 ECLO のサポートを

受けるとニーズが満たされ再度の相談に至りにくいためで、ECLO のサービス対象者が常に複数いる訳では

ないからである。そのためイギリスの多くの眼科では、RNIB や地元の当事者団体に所属する ECLO を月に

数回派遣してもらい患者や家族への情報提供支援を依頼している。 

 

（2）ECLOから見たイギリスの課題 

  Samuels 氏に視覚障害者福祉の課題を伺うと「地域での孤立」が挙げられた。日本と同様にイギリスでも

視覚障害者の多くは高齢者であり、視覚だけではなく他の身体的な問題があるので外出がしにくく家に閉じ

こもる傾向にある。高齢者だけではなく若年層にも孤立の問題はあるという。地域の普通校に進学した子ど

もは 1 校に 1～2 名しか視覚障害児がいないため特別扱いされたり、健常児だったら問題になる事も「視覚

       

（写真 4）歩道に引かれた誘導ライン       （写真 5）ECLOがいる院内のCVI Registration 



障害児だから」といってスルーされたり、体育の指導等全てのカリキュラムを健常児と同様に実施する事が

難しい事も、学校内で孤立を深める原因となっている。更に学校卒業後に就労していない場合、日中活動の

場に関しても課題がある。慈善団体が提供しているサービスは高齢者向けが多く若者向けは少ない。障害者

向けデイサービスはサービス内容が重度障害者向けであるため視覚の単一障害の人は馴染みにくく、デイサ

ービスを利用している事を周囲の人に知られたくないという感情を持つ者もいる。ただ若年層はパソコンや

スマートフォンを使ってソーシャルネットワークを活用した交流をしており、地域での孤立解消へのいい方

法になっているようだ。 

 

3 教育施設 

  特別支援学校、職業訓練や生活訓練を実施する学校、視覚障害者専用の大学、さらに支援者を養成するた

めの大学を視察したので紹介する。 

 

（1）リンデンロッジスクール（Linden Lodge School） 

ロンドン南西部のワンズワース地区にあり、国立支援学校として指定されている特別学校 48校の 1 つで

ある。国立と言っても国営ではなくアカデミー形式で運営されている。アカデミーとは地方自治体の管理権

限を縮小し学校に権限を持たせる事で自律的な運営を行う学校の事である。1902 年に盲学校として設立さ

れた歴史ある学校だが、現在はイングランド南部の約 28の自治体から視覚障害、聴覚障害、盲ろう、学習障

害や複雑な健康ニーズを抱える2歳～19歳までの生徒 145名が通っており専門的支援の評判が高い。 

リンデンロッジスクールはWandsworth Sensory Support Service（WSSS）の傘下にある学校でもある。

WSSSはこの学校の他に聴覚障害をサポートするWandsworth Hearing Supportや視覚障害をサポートす

るWandsworth Vision Support Servicesから構成されており職員総数は 250名近い。どの部門も同じ敷

地内にありWSSSに所属する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、専門看護師といった医療系専門職と一

体となって生徒や家族への教育・医療・介護といった支援が可能である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

（写真 5）案内表示 点字やﾑｰﾝ文字の表記もある     

（※ﾑｰﾝ文字…点字が読めない人のための触読文字） 

 

（写真 6）学校近くの交通標識 



ROVIとして働く Alista氏が校内を案内してくれた。校内の印象は明るく親しみやすい。1日～通年まで

利用できる寄宿舎もあるが 1～2時間かけて通学する生徒もいる。中庭には音楽が流れる噴水や触ると鳴く動

物のオブジェがあったり、廊下の掲示もカラフルかつ視覚障害児が触って楽しめるような工夫が凝らされて

いた。校内に白杖基本操作の練習をするための専用コースがあり、そこで ROVI による指導を受けて技術を

習得した後、校外での歩行訓練に移行している。他に、体育の授業や理学療法で使用される屋内プールもあ

ったりと設備の充実ぶりに目を見張った。 

外部からの資金やマンパワーの導入も積極的である。ここには慈善団体によって設立運営されている

ClearVision というユニークな図書館がある。視覚障害の有無に関わらず楽しめるように設計された児童書

（点字やムーン文字で書かれた本や触る絵本 等）の郵便貸出図書館であり、イギリスとアイルランド全域が

サービス対象である。他にも一般企業 Apogeeからの寄付で作られた Apogee Centreという名の体育の授

業や講演会、PTAや演劇等で利用されている部屋もあった。同様に寄付によって作られた Isobel Centerも

特筆すべき施設である。5年前に 2億円を募って建設されたこの施設は各部屋に寄付者の名前が付けられて

おりイギリスの寄付文化が感じられる。ここでは会議、生徒の家族との面会や面接、生徒向けの料理教室、

障害のある幼児のいる家族の交流会、進路相談会等を実施している。将来的には、全ての障害児やその家族

に誕生会の会場として気軽に使ってもらえるような施設にしたいと学校側は考えている。 

  Alista氏にROVIの仕事について話を伺った。この学校には現在常勤 3名、非常勤1名、ロンドン大学で

ハビリテーションを勉強中の職員が１名の計 5名の ROVIが在籍している。校内での視覚障害リハビリテー

ションの実施だけではなく、近隣地区の学校への週 1 回のアウトリーチや自宅訪問の実施等、活動の場は幅

広い。Alista 氏は「座学より、生徒それぞれの能力に相応しい生活が送れるレベルまでトータルに支援する

事が学校職員の共通認識」という。しかし学校全体の職員数は減少傾向で職員への負担が増えており「生徒

の家族からの要望も多く、親への対応を偏りなく平等にしなくてはならない事が大変だ」といい、現場の大

変さが垣間見られた。 

 

（2）RNIBカレッジ ラフバラー（RNIB College Loughborough） 

  イングランド中部にある 16～25歳の障害者のための RNIB運営の職業訓練校（3年制）である。宿舎併

設で職業訓練と共に日常生活の自立に向けた訓練も受ける事ができる。宿舎にはケアスタッフもおり、利用

者家族のレスパイトケア施設としても利用可能である。現在の学生数は 102 名でそのうち視覚障害者は 15

名。当初は視覚障害者の専門校だったが、利用者減に伴い 12年前から他障害も受け入れるようになった。隣

接する一般向けの職業訓練校であるラフバラーカレッジと連携しており、RNIBカレッジの学生がラフバラー

カレッジの授業に参加したり、ラフバラーカレッジの学生が RNIB カレッジで学習支援や余暇活動支援ボラ

ンティアをしたり、同じ宿舎を共同利用していたりと強い協力関係にある。 

  ここでは卒業後の地域生活に向けた IT教育に力を入れており、訪問時は iPadを使ってショートムービー

を作っている学生たちがいた。またインターネットのオークションサイト eBay のプラットフォームを使っ

て、学生がグループで商品を売買する練習も行っている。販売商品は衣類等の寄付品で、商品の分類、web

サイトに掲載するための写真撮影、データ入力、顧客との連絡、郵便局への販売商品の持ち込み等様々なタ

スクがあり、一般企業で求められるビジネススキルを高めるにはとても面白い取り組みである。 



卒業生は毎年 30名程度おりその半数は就職する。就職先は大手スーパーや慈善団体が運営する店舗で、進

学も就職も難しい者はボランティア活動をしたりケアホームへ移行したりしている。進学先はカウンセリン

グを勉強するための学校やラフバラーカレッジのスポーツマッサージコースが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）The Royal National College for the Blind (RNC) 

  ヘリフォードにある視覚障害者のための大学。学生の年齢は 16～25歳で定員は 80名だが留学生や 65歳

までの成人研修生も受け入れている。ほとんどの学生は入寮しており、学費や食費は全て福祉サービスとし

て学生の居住地の自治体が負担している。そのため地元自治体は多額の費用が必要な RNCよりも一般の大学

への進学を勧めるが、一般の大学に進学した視覚障害者が授業について行けずRNCで学びなおすケースも多

いという。 

  イギリスの大学の学部は 3年制であるが RNCのコースは 2年制で、優秀な学生は 1年でコースを修了し

他のコースを選択する事が可能である。コースは語学や数学等の学科、IT・スポーツマッサージ・陶芸・舞

台芸術等の職業訓練、点字や料理技術といった日常生活訓練等、自分が学びたい分野を幅広く選択する事が

できる。中でもオーディオメディア制作コース（写真 9）は人気で、サウンドエンジニアリング、音楽制作、

ラジオやテレビの番組制作等を学び、卒業後は放送業界での就職を目指している。また学内にはThe Chapel

というシアターがあり舞台芸術コースの学生の発表に利用されている。The Chapelの運営はチケット販売か

ら開演時のドリンク販売、音響等全て学生が行っており、職業経験を積む場としても活用されている。 

  他に、地域に開放された一般向けのスポーツクラブも経営しており、そこから得られる収益は学校運営に

役立てられている。この大学はスポーツ活動も盛んであるが、ブラインドサッカーのイギリス代表チームの

本拠地としても利用されており、彼らはサッカーを仕事として収入を得る事で生活しているという。 

 

 

 

 

 

 

      

（写真 7） 運営ｻｲﾄには様々な国から注文が来る  （写真 8）eBayの作業を行う専用の部屋はｵﾌｨｽのよう 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 学生にインタビュー 

  視覚障害スポーツであるゴールボールのイギリス代表として東京パラリンピック出場を目指す 2 名の学生

に昼休み中の短い時間にインタビューできたので紹介する。なお2名とも高校までは普通校に在籍していた。

普通校に視覚障害児は一人しかいない事が多く、そこでの生活が上手く行かずメンタルの問題を抱えてしま

う者が多い事が問題になっている。 

  ア Aさん（18歳女性・弱視）のプロフィール 

   スポーツマッサージコースの１年生で将来はスポーツトレーナーやコーチを目指している。ゴールボー

ルは 2年前から始めた。スポーツや生活のスキル向上のために一般大学ではなく RNCへの進学を選択。こ

れまで単身生活をした事がなかったため寮生活でいろんな生活技術を練習中。 

 イ Bさん（20歳男性・弱視）のプロフィール 

   スポーツマッサージコースとスポーツジムコースを修了し、現在はビジネスコース受講中。将来は 4 年

前にRNCを卒業した兄と共にスポーツマッサージの会社を経営したいと考えている。高校までは友人がお

らず家でゲームをして過ごす事が多かったが、RNCに進学してから友人もでき、スポーツも始めた事で充

実した生活をしている。 

  ウ 白杖使用について質問 

   RNCでは入学時から学生に対し、白杖の使い方や駅等の街中の主要箇所への単独移動方法を指導する。

そのためRNCのあるヘリフォードでは街中で白杖使用者を見かける事が多い。白杖使用はとてもデリケー

トな問題であり、支援者がいくらその利点を説明しても本人の気持ちが動かなければ白杖を使ってもらう

事は難しい。そこで二人に白杖について率直な気持ちを伺うと、Aさんは「あまり好きではない。普通校で

使うと目立つので使っていなかった。今は日が暮れるのが早い冬によく使う。駅で使うようにしている」、

B さんは「入学した時は持ちたくなかったが自分の為に持つようになった。今でも好きではない。普段は

使わなくても歩けるが、周りの人の事も考えて夜間や駅で使う」と複雑な心境を覗かせながらも、自分の

身を守る為だけではなく周囲の人への注意喚起としての白杖の機能を理解して使用している点はRNCでの

指導の成果と思われた。 

                     

（写真 9）ｵｰﾃﾞｨｵﾒﾃﾞｨｱ制作ｺｰｽの教室    （写真 10）ﾊｲｺﾝﾄﾗｽﾄ表示で右側通行の徹底が促される 



（4）Birmingham City University（BCU） 

  イギリス最大の ROVI 養成コース（2 年制）がある大学で支援者側の教育について調査した。案内をして

くれたのは健康科学科Rehabilitation Work (Visual Impairment)コースの上級講師であるPeter Cooke氏。

Cooke氏自身も弱視であり学内の移動に白杖を使用している。このコースの 2018年度の入学者は 31名で

そのうち 20 名は職場から派遣されて来ている。入学者の中には 4 名の視覚障害者も含まれており、Cooke

氏は卒業生の一人である。学習内容は面接やアセスメントの方法、コミュニケーション・点字・白杖・調理

といった様々な技術の指導法の習得等で、働きながら学ぶ事を可能にするために学内だけではなくインター

ネット上での授業も行われる。このコースを卒業する事で地方自治体や関係機関で ROVI として雇用される

資格になる。 

Cooke氏にイギリスの ROVIの現状について話を伺った。イギリスの ROVIは 500人で日本とほぼ同数

であったが、イギリスの人口は 6560万人と日本の半分程度なので人口比ではイギリスの方が多い事になる。

余談だが、今回通訳として同行してもらったイギリス在住者 4名は ROVIについて全く知らなかった。日本

でも同様にこの職種の知名度は低く、私自身も採用されて初めて知ったほどだ。イギリスでは地方自治体の

Sensory Services Team（※視覚障害や聴覚障害へのサポートチーム）の一員として雇用される事が多く、

BCUのあるイギリス第二の都市バーミンガムにいる 3名の ROVIも自治体の所属である。BCUには他にも

「視覚障害児への指導方法を学ぶコース」や「特別なニーズのある視覚障害者への指導方法を学ぶコース」

があり、Rehabilitation Work (Visual Impairment)コースを卒業した人が専門技術を高めるためにそれらに

進学しているという。このような専門職のためのステップアップコースが充実し、キャリア形成のルートが

明確である事は日本との大きな違いである。 

 

4 高齢者施設 

  設備や人員配置が対照的な視覚障害高齢者向けの施設を 2か所視察したので紹介する。 

 

（1） RNIB Wavertree House 

  RNIBが運営する高齢者施設。住宅街の中にあり視覚障害のある高齢者 35名が入居している。利用方法は

2つあり、公的福祉サービスとして利用料を自治体が負担するケースと全額自己負担のケースとがある。月曜

日の昼過ぎに予約を取って訪問したところ、案内してくれた職員は説明の途中で何度も中座した。理由を聞

くと「資金不足から職員数が減少しており一人の職員が多くの業務を担わなければならないからだ」と職員。

人手不足を緩和するためのボランティアは約 10名登録されており入居者に対して外出介助や朗読を行う。資

金不足は深刻で、ファンドレイジングのためにバザーを企画しても企業が商品を提供してくれなくなったた

めバザー品が以前ほど集まらなくなっているという。私が持参した手土産も「イベントの景品にする」とい

われて驚いたが有効活用してもらえるようであった。活動資金集めとしてささやかではあるがクラフト作り

を週に一度 希望者を集めて実施し、そこで作った物を販売する事でお茶を飲みに外出する際の費用として活

用している。 

  建物は 3階建てでエントランスがあるのは 2階。エレベーターが完備されている。視覚障害者が単独でも

移動しやすいように配慮し、床材の材質を場所によって変えたり配色をハイコントラストにしていたりと随



所に工夫が見られた（写真 11）。この施設は設立当初、若い視覚障害者のための施設として計画されていた

ため各居室にキッチンが付いているが、現在の入居者でそれを使う人はいない。また完全な介護施設ではな

い事から寝たきり状態まで身体機能が衰えた場合は他の施設へ住み替えとなる。 

  この日はこの施設だけ調査の予定であったが、職員から「ここよりももっといい施設がある」と Blind 

Veterans UKの見学を強く勧められたため急遽連絡をして訪問する事になった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）Blind Veterans UK Brighton centre 

  Wavertree Houseからタクシーに乗り 15分。イギリス南部ブライトンの美しい海を臨む高台にあるリゾ

ートホテルのような施設に到着すると、急な訪問にもかかわらずアクティビティコーディネーターの Emma 

Allum氏が快く出迎えてくれた。 

  Blind Veterans UKは第一次世界大戦（1914～1918年）で目を負傷した兵士にリハビリや日常生活訓練、

生涯に渡る支援を提供するため 1915 年に設立された団体で、現在はイギリス軍での任務遂行中に視覚障害

を生じた退役軍人に対してサービスを提供しており、国内に 3 か所の拠点がある。会員制で会員数は 4500

人、一時的な利用または住居としての継続利用が可能でブライトンセンターの住人は 32名である。会員の家

族も一緒に宿泊する事ができ、会員が亡くなった場合は遺族に対してグリーフケアも実施している。職員教

育が充実しており、施設運営に関わる全ての職員が視覚障害者の介助方法を学び、アイマスクをした食事体

験等、利用者の気持ちに寄り添えるように視覚障害体験をする。先に見学した Wavertree House とは対照

的に職員の数が多く、全体的に余裕が見られ、穏やかな時間と手厚いサービスが提供されているように見え

た。プール、ジム、アーチェリー場、射撃場等のスポーツ施設、イギリスの有名なガーデニングコンテスト

で入賞した作品をそのまま再現した中庭、図書館等、設備も豪華で生活の快適さを感じられた。ここでもク

ラフト作りの日中活動を行っており、活動担当は弱視者であった。視力を失っても社会貢献できる事を創作

活動を通じて多くの人に知ってもらう事がクラフト作りの目的で、施設内で作品の販売もしている（写真13）。

                     

（写真 11）ｴﾚﾍﾞｰﾀｰへの誘導路が視認しやすい    （写真 12）視覚障害高齢者が触ると安心する 

という手工芸品がﾛﾋﾞｰに置かれている 



ROVIも複数所属し、白杖歩行指導、視覚障害を補う用具の紹介（写真 14）、パソコン、調理訓練等を実施し

ている。視察時、訓練を受けるために一時的に入所した男性利用者に対して ROVI が調理訓練を実施してい

る様子が見られた。 

Wavertree Houseと協力関係にあり、時々Wavertree Houseの住人を招いて交流会をしているという。

国のために戦って視覚障害を生じた退役軍人のための施設とはいえ、地域の高齢者施設との違いにただただ

驚かされるばかりであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 地域生活・NPO 

  視覚障害者の地域生活を支える様々な機関や支援者、そして地域で生活する当事者へのインタビューを紹

介する。 

 

（1）Queen Alexandra College Sight Village South-East 

  これはイギリス最大規模の視覚障害者向けの展示会で、バーミンガムにある障害者のための国立大学

Queen Alexandra College（以下QAC）が各地で定期的に開催している。出展団体は 56あり、拡大読書器、

スマートフォンやタブレット、点字ディスプレイ、ラジオ、スマートスピーカーといった機器類のメーカー

や、Guide Dogs等の支援団体、視覚障害スポーツ団体、ロンドンの劇場で上演される作品のアクセシビリテ

ィ情報を提供する団体、RNIB 等の当事者団体、ボランティアグループ、学校、視覚障害児を支援する団体、

宗教団体等様々で、日本の同様の展示会ではあまり目にする事のない団体も出展しており興味深かった。 

  メインスポンサーのバークレイズ銀行のブースでは、視覚障害のある顧客のために実施しているサービス

として小切手に記入するためのサインガイド（署名枠）や弱視者向けにATMへの挿入方向が視認しやすいカ

ードを展示していた（写真 16）。カードは視覚障害の有無に関わらず全ての顧客に発行しており、日本の金

融機関でも取り組んでほしいサービスである。 

  また白色ではなくカラフルな長杖がQACのブースに展示されていた事も印象的だった。担当者に話を聞く

と、特に若い視覚障害者が白杖を持ちたがらない事から考案された物であるという。カラフルである事で白

        

（写真 13）利用者が作った作品は販売されている    （写真 14）充実した訓練機器 



い杖を持つ人＝視覚障害者という社会通念から上手く逃げる事ができ、長杖を持つ事への心理的抵抗感が低

くなる。その一方、長い杖で障害物や足元の確認等自分の身を守るための機能は使える。また、その日に着

用する服の色に合わせて持つ杖の色を変えるといったファッション的な利用や、色のきれいな長杖を使用し

ている事で周囲の人が興味を持って声をかけてくれるといった良い効果があるという。機能面だけではなく

ファッション性も考える事は、杖を必要とせざるを得ない人の気持ちに寄り添うものではないかと感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） Insight Gloucestershire 

  地方都市で暮らす視覚障害者への支援を調査するためイングランド中部グロスターシャー州にある人口11

万人の都市チェルトナムのNPOを訪問した。スタッフは 8名でそのうち半数が視覚障害者であり、案内して

くれた Mark 氏も弱視であった。団体の活動資金は寄付、ファンドレイジング、自治体からの補助金、亡く

なった人からの遺贈で賄っており、会員から会費は集めていない。会員が使用しなくなった福祉用具が寄付

され、それを中古品として販売する事でも収入を得ている。興味深かったのが遺贈の減少についての話で、

平均寿命が延びており長く生きるとその分資産を使ってしまうため遺贈の額が減ってきているという。 

  団体の活動内容は福祉用具の紹介や販売、会員への情報提供、眼科への ECLOの派遣、相談対応、IT訓練

の実施等。同じ州内の 4か所の地域でも教会等の場所を使って週 1回ずつアウトリーチしており、本部に来

る事ができない人でも自宅から近い地域で支援を受けられるよう配慮している。グロスターシャー州の人口

は約 40万人で CVI登録している視覚障害者は 1万人、そのうちこのNPOと関わりがあるのは 3000人く

らいだという。Mark氏自身はCVI登録しており様々な恩恵を受けている一人である。Access to Workとい

う政府の補助金もその一つで、前述のアウトリーチセンターへ Mark 氏が業務として行く時のタクシー代は

職場が負担するのではなく Access to Workから支払われている。また働く上で必要な支援機器もこの補助

金を使って購入する。最大で￡20000まで支給されるというAccess to Workは雇用主に支払われるのでは

なく視覚障害者個人に直接支給されるもので、必要額の査定は原則入職前に行われる。 

  チェルトナムの視覚障害者の就労状況について話を伺った。業種は事務職、精肉店勤務、塗装業等で、イ

          

（写真 15）会場で配布されていたﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ      （写真 16）ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ銀行ﾌﾞｰｽ 。上は小切手用 

ｻｲﾝｶﾞｲﾄﾞ、下は挿入方向が分かりやすいｶｰﾄﾞ 



ギリスで昔から視覚障害者の仕事として行われていたピアノ調律師やかご作りに従事している人もいるとい

う。Mark氏によると「イギリス全土で就労している視覚障害者は 15%程度ではないか」という。その理由

として雇用主が視覚障害者に何をさせたらいいか分からない事、政府から PIP 等の給付金が十分支給されて

いるので働かなくても生活ができる事が挙げられた。多い人では様々な給付金を合わせて月に￡2000（約

27万円）支給される人もいると聞き、およそ 10年に渡りイギリスでは緊縮財政政策が行われていると言え

ども福祉政策の手厚さを感じた。さすが「ゆりかごから墓場まで」の国である。では働いていない人は何を

しているのかと質問すると、TVを見て過ごしたり、退屈していて「何かできる事はないか？」と相談してき

たりする人もいるそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） VISOR（The Visually Impaired Society of Richmond） 

  前述のNPOと対照的に、大都市ロンドンの行政区の一つであるリッチモンドにあるNPOへ都市部の視覚

障害者支援を調査するために訪問した。対応してくれたマネージャーの Pat 氏自身は健常者であるが、夫が

視覚障害者だった事が活動に関わるようになったきっかけだったという。Pat 氏のように家族会員の働きは

重要で、亡き妻が全盲だった事でこのNPOのボランティアドライバーをするようになった男性もいた。ボラ

ンティアドライバーがいる事で移動が困難な視覚障害者もNPOの活動に参加しやすくなっている。この地域

では約 800名の人が CVI登録しているが、VISORの会員数は 70名、年齢は 30～96歳で 50代以上の人

が多い。家族会員も含まれており、当事者だけではなく家族同士でのピアサポートも実施している。 

  活動内容は、パブに集まって行うクイズナイト（週 1回）、動物園や美術館等への日帰り旅行（月 1回）、

3泊程度の旅行（不定期）、ハイドロセラピー（月 1回 地域の温水プールでの水泳やフィットネス）、理事会

（月 1回、理事 7名）、福祉機器の展示会（不定期）、会員同士での福祉用具のリユースの仲介、CVI登録し

たばかりの人を対象とした集会（月 2回）、ニュースレターの発行等。活動資金はすべて慈善団体からの寄付

で賄われている。 

          

（写真 17）NPOの入口はﾊｲｺﾝﾄﾗｽﾄと点字ﾌﾞﾛｯｸで （写真 18）NPOのﾘｿｰｽｾﾝﾀｰの電話ｺｰﾅｰ 左側はﾘﾕｰｽ品 

分かりやすい 



  リッチモンドは高級住宅街として知られている地域であり、税収がいいため地元自治体のサービスが充実

しており視覚障害者も暮らしやすい街だという。ただ同じロンドンでもリッチモンドに隣接するハウンズロ

ー区はほとんどサービスがないと Pat氏は言い、住む地域によって格差が出ている。 

  活動上の課題を聞くと「資金調達とボランティアを集める事」だという。活動希望者は多いが、イギリス

では子どもや社会的弱者を支援する NPO がボランティアを募集する際には活動希望者の犯罪歴等のバック

グラウンドチェックをするよう法律で定められており、それを通過できる人が少ないそうである。日本でも

ボランティア不足はよく聞く話であるが活動希望者が全て善意の人とは限らない。活動内容によっては活動

希望者のバックグラウンドを公的に確認できる仕組みが考えられていくべきではないだろうか。 

 

（4）単身生活を行う高齢視覚障害者 

  通訳者の親戚であるCさん（89歳女性・弱視）に地域で単身生活をする視覚障害高齢者の日常生活につい

て話を聞く事ができたので紹介する。 

 ① Cさんについて 

  イングランド中部の街の高齢者向け集合住宅（持家）に 4 年前から単身で居住。夫は 20 年前に他界。兄

弟が二人おりカナダ在住。眼疾患は緑内障と白内障で CVI登録しており、色の判別が難しい。他の疾患はリ

ウマチと難聴。おしゃれが好きで外出時はイヤリングを自分で身に付ける。4年前の引っ越し直後は一人で買

い物に行っていたが事故に遭いそうになったためそれ以降止めた。今は一人で外出する事はない。 

 ② 利用している福祉サービスや福祉用具・便利グッズ 

・毎週火曜にホームヘルパーを利用（利用料は￡14／1ｈ）。依頼したい事をメモしておき来訪時に頼む。色

の判別が難しいため服を選んでもらったり、買い物同行してもらう。 

 ・月 1回移動図書館でDAISY図書（※CDに録音された図書）を借りる。 

 ・RNIBから送られてくる大活字の番組表 

 ・太字のペン、身体支持用の白杖、大きなボタンの電話機、録音図書再生器といった用具 

 ③ 日中活動について 

 ・一番の楽しみはラジオやクラシックを聴く事 

・視覚障害者支援団体 Beacon が実施する活動に週 2 回参加。参加費は￡14／回。クラフト作りの活動が

一番好き。昼食も提供される。美容師がマニキュアを塗ってくれる日もある。乗合タクシーを使って参加

しており運賃は￡2.6／回 

 ・スポーツジムに行きエアロバイクで汗を流す。 

・ヨガが好きで長く続けている。 

 ・バプティスト（キリスト教徒）であり、教会に行くと友だちに会えるのでよく行く。 

 ・住居内の共同ランドリーやラウンジで他の住人と話をする。 

 ④ 困っている事 

 ・ガスレンジの操作ボタンが見えないため使っていない。 

 ・コインの見分けが難しい。 

 ・部屋の照明の操作方法がよく分からない。 



 ⑤ 所感 

  C さんは社交的な性格で友人も多く、福祉サービスの利用、定期的な運動、そしておしゃれを楽しみなが

ら単身生活を充実させている素敵な女性だった。日常生活の困りごとについて質問した際、日本でもよく耳

にするコインの弁別や機械の操作が挙げられ、視覚障害者が日常生活で困る事はどの国でも共通している、

と当然の事ながら改めて実感した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）RNIB Community Living Service 

  若年層の視覚障害者の地域生活について調査するため、ロンドンに隣接するサリー州にある RNIB が運営

する視覚障害者向け介護付グループホーム（Residential care）と生活支援サービス付の集合住宅

（Supported living）を視察した。 

① The Clockhouse 

  介護付のグループホームで利用者 6名（男性 4名 女性 2名）は全て重度の視覚と知的の重複障害がある。 

年齢は 29～56歳。出身地はロンドン近郊の人が多い。住宅街の中にある 2階建ての一軒家を改装した施設

で、施設である事を示す大きな看板を屋外に表示していないため周囲の環境に溶け込んでいる（写真 21）。

街の中心部に歩いて出かけられる便利な場所にあり、利用者は職員と一緒によく外出している。施設内は台

所やリビングといった共有スペースと個室に分かれ、利用者への配慮として建具や家具の配色をコントラス

トがはっきりした物にしたり、風が吹くと音が鳴る植物が庭に植えられたりしていた。利用者の生活能力向

上も目標としており、その一環で食事作りや掃除は利用者にも手伝ってもらう。 

  施設内を職員に案内してもらった。15年間住んでいるという男性利用者の部屋は、もともと浴槽が居室内

のバスルームに備え付けられていたが本人の健康状態に配慮して浴槽を取り外しシャワーを設置したという。

居室内のクローゼットや棚、ベッドは施設から支給されているが他に必要なものがあれば本人または家族が

準備する。また別の女性利用者は吐瀉する事が多いため掃除しやすい床材に変更する等、利用者の状況を配

慮して施設の予算で居室の改造を適宜行っている。 

② Gladstone House 

   前述の Clockhouse よりも身辺自立している視覚障害者が利用している介護付グループホーム。利用者は

   

（写真 19）Cさんのお気に入りの場所       （写真 20）Cさん宅の電子ﾚﾝｼﾞ  

ﾀﾞｲﾔﾙを触って分かるよう目印ｼｰﾙが貼付されている 



32～52歳までの男性 6名。Clockhouseと同様に施設内は共有スペースと個室に分かれる。利用者同士で助

け合って生活しており、他の利用者を手伝うとご褒美としてメダルを職員からもらえる。外部で就労している

人はいない。金銭管理も含めて身の回りの事は全て自分で行い、ここでの生活で生活能力が向上すると生活支

援サービス付の集合住宅へ移行するという。なお移行するかどうかは本人の意思に関わらず関係者間の協議に

よって決められている。生活支援サービス付の集合住宅に移行する方がコストは下がるので、費用負担してい

る地元自治体は移行させる傾向があるという。 

③ Swail House 

   生活支援サービス付の集合住宅で利用者は 15名。原則 18歳以上 65歳以下が利用対象だが、条件が合え

ば 65歳以上になっても暮らし続ける事は可能。利用者は完全に自立している人と何らかのサポートを受けて

いる人とがいる。訪問時、近々入居予定の歩行器を使って歩く新規利用者のために大規模な居室の改修工事が

行われていた。ここには ROVI が在籍しており施設周辺の歩行訓練等、視覚障害リハビリテーションを担当

している。 

近隣に生活支援サービス付の新しい集合住宅を建設中で 2019 年中には完成予定という。この新しい施設

について、Swail Houseの登録マネージャーであるColva Ainley氏に詳しい話を聞いた。集団より個人を重

視した地域生活への移行が世界的な流れではないのかと質問すると「障害者も自立して地域に溶け込んだ生

活をする事が理想であるが自立生活を支援するにはお金がかかる。自治体は障害者に様々なサービスを提供

するだけの資金が十分ないためサービスが制限されるので、集団生活の方が現実的ではないか」とAinley氏。

現在 Swail Houseに住んでいる利用者もここでの生活が快適なため地域移行する例はほとんど無いようであ

る。利用者の日中活動について聞くと、通学、デイサービスの利用、慈善団体の店で勤務、スポーツクラブ

や乗馬に行く等、多種多様であった。また外出しなくても、施設に音楽やアートやピラティスの指導者、美

容師が来てサービスを提供している。 

   利用者にインタビューする機会をいただいた。南アフリカ共和国出身のDさん（43歳男性・全盲）はラグ

ビー専用スタジアムとして有名な競技場があるトゥイッケナムにあるカレッジのスポーツマッサージコース

に有償ボランティアの車で送迎してもらい通学している。D さんの通う学校は普通校だが、D さんの他に 3

名の視覚障害者が通っている。入学当初に Swail House所属のROVIが学校内の歩行訓練を実施したため校

内の単独移動が可能である。学校で使用するテキストはオーディオブック（録音図書）形式でUSBメモリに

保存してもらった物を使用。点字を読めるが、点字で読むと時間がかかる解剖学のような教科はオーディオブ

ックを活用している。Dさんの将来の夢は「Swail Houseに住みながらスポーツマッサージの仕事をする事」。

Dさんに地域で単身生活をしないのかと尋ねると「一人でも生活できるが生活支援サービス付の集合住宅の方

が同じような境遇の人が近くにいるので気持ちが楽。分からない事があったら住人に聞けるし、プライバシー

が欲しい時は自室に行き、コミュニケーションしたい時はラウンジに行けばいい。スタッフのクオリティも高

いので満足している」という。Ainley 氏も「D さんは十分地域で単身生活できる能力のある人だがここでの

生活の方が安心できるのだろう」という。 

   3か所の住居サービスを調査して、様々な住居の選択肢が用意されている事を素晴らしいと思ったが、予想

していたよりも施設に住みながら就労している視覚障害者が少ないように思えた。また居住者の身体状況に応

じて随時居室を改修しており、居室の環境に利用者が合わせる日本との支援の考え方の違いを感じた。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

Ⅲ 考察 

 研修期間中、支援者や視覚障害者らの語りに耳を傾けた中で得た新たな視点について考察したい。 

 

 １ 当事者主体 

  白杖は視覚障害者のシンボルとして広く知られているが白杖を所持する事で本当は知られたくない他の人と

の違いを明らかにしてしまう。そのため視力低下により歩行に支障が出始めても「まだ自分は大丈夫」と白杖の

所持を望まない方は多い。今回知った「白くない長杖」の存在は、その物自体が誰の何の為なのかを考えさせる

いい機会だった。白杖を持つ事により周囲の人からの支援を受けやすくなるが、当事者にとっては歩行の際に障

害物を検知して安全に単独移動できれば色は関係ない。支援者は当事者に白杖を「持たせて」いないだろうか。 

  白杖だけを語りたいのではない。「白くない長杖」は発想の転換を促す一つの切り口であり、福祉用具に従来

なかったファッション性も含め、ユーザーが気持ちよく使える物やサービスであるか検証する視点や、自ら選択

できる多様性が大事ではないか。 

  また施設入居する場合に入居者のニーズに合わせて居室を改修する等、当事者に順応を促したり既存の枠には

まらない人を排除するのではなく、環境を当事者に合わせて作り替えていくという考え方はまさに「障害が個人

にあるのではなく社会にある」事を示唆している。 

 

 ２ 情報提供 

  イギリスでは受障直後の視覚障害者への専門家からの情報提供システムが確立している。これは眼科のECLO

や自治体に所属する ROVI が大きな役割を果たす。一番知りたいのは給付金を初めとしてどんな福祉サービス

が自分の今後の生活を支援してくれるのかという情報だが、ヒトは 7～8割の情報を目から得ておりそれを阻害

されてしまう視覚障害者は情報を得にくく、高齢の場合インターネットでの検索も難しい。日本の眼科でも支援

        

（写真 21）Clockhouse入口 看板は左の窓の下にある   （写真 22）音楽好きな住人の部屋 

 



機関を紹介するリーフレット（スマートサイト）の配布や専門のロービジョン外来を持つ大きな病院もあるが、

多くの患者は行政の窓口で身体障害者手帳と共に障害者支援に関する冊子をもらったら後は自力で探すしかな

い。初期支援向上のために日本でも視覚障害者と接する眼科や地方自治体窓口での視覚障害に対する専門職員の

配置が望まれる。そしてその対象者は経験上それほど多くないので、イギリスのように地域の支援機関から定期

的に派遣してもらい賃金を支払う形式が適切である。 

支援者も相談者を待つのではなく、相談者がいる場所にアウトリーチして行く事も大事である。今回話を聞

いた支援者らの多くは週の何日かは籍のある職場以外の場所に派遣され勤務していた。このように数少ない専

門家を地域で柔軟にフル活用するようなアイデアも求められている。 

 

３ 支援者の養成 

 視覚障害リハビリテーションは起床から就寝までの間で目が見えない・見えにくい事で生じる生活の困難さ

を軽減するためのトレーニングであり、それを担当する支援者には幅広い知識が必要とされる。さらに視覚障

害児に対するハビリテーションや視覚障害と他障害が重複する方に対するリハビリテーションは求められる知

識が異なる。しかし日本では高等教育機関での専門家養成が十分とは言えない状況であり、支援者各個人の地

道な学習に委ねられている。イギリスのように仕事と両立させながら受講可能で明確なキャリア形成システム

の構築が必要である。 
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