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Ⅲ-3. 
高知県における視覚障害リハビリテーションシステムの構築を目指した 

活動経過とそこから明らかになってきたこと 
 

国立障害者リハビリテーションセンター研究所 
吉野 由美子 

 
 
1 はじめに 
 
 本稿では、筆者が県立高知女子大学社会福祉
学部に赴任した 1999 年から、地域の視覚障害
者生活訓練指導員や高知県の福祉関係者と共に
行ってきた視覚障害リハビリテーションシステ
ムの構築活動とその成果について報告すると共
に、その活動を通してみえてきた今後の視覚障
害者に対するリハビリテーションシステムのあ
り方について考察することを目的とする。 
 なお、活動を開始した初期の頃、高知におい
て視覚障害者やそのリハビリテーションについ
てどのように理解されていたのか、また、視覚
障害リハビリテーションの現場の様子などをよ
り明確に理解していただけるように､筆者が活
動中に出会ったいくつかのエピソードについて
も書き添えることとする。 
   
2 高知県という地域の特性 
 
 (１) 全体状況 
 高知県は、四国の 1/2 の面積を占めているが、
その内 80 パーセント以上が山間地域で人が住
むのに適していない。1999 年当時約 82 万人
だった県民は、平成 22 年の国勢調査結果によ
ると 764,456 人まで減少し、その内 65 歳以
上の高齢者が、28％を占めている。平成 21 年
度の統計によると､高齢化率は､島根県の
29.0％に次いで、高知県は 28.4％(内閣府の発
行している平成23年度版高齢社会白書による)
で、少子化・超高齢化は、我が国でトップクラ

スのスピードで進行している。 
 県民所得水準は、沖縄県と北海道とワースト
3を争う状態である。 
 中山間地域・過疎・所得水準の低さなど様々
な原因が複合的に作用して、障害者・高齢者に
対する福祉サービスの整備は遅れがちの状態で
ある。それは、ノーマライゼーション思想の普
及、障害者自立支援法による在宅ケアの促進な
どの方策が様々にとられている現在においても、
住み慣れた地域で暮らし続けるための在宅福祉
サービスの整備は、高齢者の分野でも、障害者
の分野でもこれからの課題である。人口に占め
る入院ベッド数・社会的入院の率も、我が国で
1、2を争う状態である。 
 
 (2) 高知県の視覚障害者の状況 

図 1. 高知県の視覚障害者の年齢 
 
  2003 年(平成 15 年)3 月時点で、高知県に住
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んでいる身体障害者手帳を所持している視覚障
害者は 3,641 人、その内 18 歳未満の児童が
27 人(0.7％)、18 歳から 64 歳までが 1,024
人(28.1％)、65 歳以上が 2,594 人(71.2％)で、
この時点で､すでに 65 歳を越える高齢視覚障
害者が 70％を超えていた。 
 2011年(平成 23)3月現在では､65歳以上の
高齢者の割合は、75％に達している（図 1）。 
 また、障害等級別に見ると､図 2の通りで、1
級と 2 級合わせて 65％と重度視覚障害者が半
数以上を占めている。 

 
図 2. 高知県の視覚障害者障害等級 

 
 (3) 視覚障害者に対する相談支援の状況 
 1999 年に筆者が高知県に赴任した当時の状
況は、視覚障害者に対する判定や相談業務に関
しては、県立療育福祉センター相談班（身体障
害者更生相談所と知的障害者更生相談所の機能
を併せ持つ）が置かれていたが、眼科医が雇用
されていないこと、山間地域が多く公共交通機
関がほとんどないという条件などで、視覚障害
に関する障害者手帳の判定は、地域の指定医に
委託されていた。また、療育福祉センターが行
っている巡回相談に関しても、視覚障害に関し
ては､除外されている状態であった。そのような
理由から同相談班で直接視覚障害者の現状を把
握する機会はほとんどなかった。 
 また、市町村役場や福祉事務所等の相談窓口

も、非常に希にしか相談のない視覚障害者につ
いての知識がほとんどなく、手帳交付や白杖な
どの補装具支給に関する最低限の業務を行って
いる状態であった。 
 
【エピソード 1】 
 活動初期において､視覚障害リハビリテ
ーションについて話しにいったある市の障
害福祉担当者が「手帳を取得した視覚障害
の方には、この白杖をその場でお渡しして
います」と言い、長さ 1ｍほどのいわゆる
シンボルケーン(視覚障害があることを周
りの方に認知してもらうために持つ白い
杖)を筆者に見せ､さらに「まとめて買うと
安くなると業者からいわれたので、100 本
ほど倉庫にストックしてあります」という。 
 筆者が、「白杖は、シンボルの意味で持つ
だけでなく､視覚障害者が歩行をするため
に障害物発見の大事な道具であり、歩行訓
練の際に､本人の身長に合わせて､専門家が
その長さを決める必要がある」というよう
な説明をしたら､ひどく驚いていたのを鮮
明に思い出す。 
 
 視覚障害者に対する専門機関としては、教育
機関としての県立盲学校、高知市の市民図書館
の中に点字図書館があり、その点字図書館が高
知県全域の視覚障害者に読書の機会とともに視
覚障害者の支援についての限られた情報を提供
している状態であった。 
 なお、盲ろう福祉会館の中に独立して開業で
きない視覚障害者が三療業を行う盲人ホームが
1カ所あり、盲老人ホームが県内に 1カ所あっ
た。 
 人生の半ばで様々な原因で視覚障害になった
方たち(中途視覚障害者)に対する歩行訓練や日
常生活訓練などのリハビリテーションに関する
方法は、昭和 40 年はじめには、日本ライトハ
ウスなどを通じて日本に導入されていたが、そ
の存在は､40年近く経っても一般にはほとんど
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知られていなかった。 
 また、視覚障害者に対する歩行や生活訓練は､
職業自立を目指して行われるものと考えられて
いたため、高知県のように高齢視覚障害者の多
いところにおいては、当時は、適応外と考えら
れていたようである。 
  上記の理由から、当時、「中途視覚障害者に対
してもリハビリテーションを行うことができる
こと」「指導・訓練を受けることによって、中途
視覚障害者の日常生活能力は格段に高まること」
「視覚障害者のための便利グッズがあること」
「視覚障害者生活訓練指導員が、視覚障害者リ
ハの専門家であること」等々の情報は、高知で
は一般の人々だけでなく医療・福祉・教育関係
者にもほとんど知られていない状態であった。 
 この状態を反映し、1999 年(平成 11)当時の
視覚障害者自立訓練事業の県予算は、年間 60
万円(生活訓練指導員が 1 日訓練を行う費用が
1万円、月に 5日分で 12 ヶ月分)という状況で
あった。 
 
3 中途視覚障害者に対するリハビリテーショ
ンサービスを広める戦略と経過 
 
 (1) ニーズの顕在化のための活動 
 特定のサービスをつくり､それを維持して行
くためには､そのサービスに対するニーズがあ
ることが絶対条件である。そこで、視覚障害リ
ハビリテーションに対するニーズを顕在化させ
ることからはじめることとした。 
  人生の半ばで視覚障害になった方たちに対す
る当時の方策として視覚障害者を支援する側が
提示するのは、「点字を習得したらどうか」とか
「白杖歩行の訓練」「盲学校で三療の勉強をした
ら」などであった。 
 高齢になってから視覚障害者になった方たち
にとっては､「今更点字の習得は無理」「職業訓
練の必要はない」、まして白い杖に対する一種の
差別意識もある中では「白い杖を持つなどとん
でもない」「一人で歩けるようになるなど不可能」

ということになり、提示されたサービスについ
てのニーズは起こってこない。しかしながら、
日常生活のあらゆる面で困難を抱えているので
あるから、視覚障害者に対するリハビリテーシ
ョンが、そのような日常生活の困難に対する解
決方法を示すということさえ理解してもらえば、
ニーズは顕在化するはずである。 
 そこで、まず、「身近で役立つ視覚障害リハビ
リテーションの方法」についての啓発活動を行
った。 
 幸い、視覚障害者生活訓練指導員の認定を受
けて高知に戻ってきた方は､若い女性であり、物
珍しくもあったので､私たちの活動は、マスコミ
の興味を引いた。それを利用して新聞の取材､
テレビ、ラジオのインタビューなど、できるだ
けの取材を受けた。 
 視覚障害リハビリテーションを先進的に行っ
ていたところから講師を呼んでの研修会を開催
し、県療育福祉センターの行っている身体障害
者巡回相談に同行して地域で視覚障害者の生活
相談を受けた。 
 眼科医、理学療法士、作業療法士、保健師な
どの集まりで講演したり､眼科医会の会報に「視
覚障害リハビリテーション」について書かせて
いただいたりした。 
 その結果、高知市を中心に相談・訓練ケース
も増え、活動 2年目に、視覚障害者自立支援事
業の委託費用を県と市で、半分ずつ持つことに
なり、視覚障害者生活訓練指導員がその業務に
専念することができるようになったのである。
しかし、給与は臨時職員の水準で、視覚障害当
事者に紹介するための便利グッズを購入する予
算もなく、活動基盤は劣悪なままであった。 
 
 (2) ニーズを顕在化させるための効果的なサ
ービスは訪問型サービス 
 ニーズの顕在化にとってもう一つ絶対に必要
なことは、当事者がそのサービスを受けてみて
「受けて良かった」と実感することである。ま
た、相談支援を行っている他職種の専門家に対
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しても、視覚障害当事者･家族が「サービスを受
けて本当に良かった」と感じていることを実体
験してもらうことである。 
 ところで､視覚障害リハビリテーションの到
達目標は何かと考えると、リハビリテーション
を受ける方の年齢や人生の到達目標によって､
個別に異なるが、基本的にどの年齢の方にも当
てはまることは、「見えない見えにくい状態にな
ってもやれることがある。生きていける」とい
うことを実感してもらい、見えない見えにくく
なったことで､すっかり失ってしまった自分に
対する自信を回復してもらうことである。この
ことができれば､後は、その年齢や人生のステー
ジに応じた到達目標を設定することができる。 
 高齢になってから見えない見えにくい状態に
なった方は、「この年になって､もう新しいこと
など学べない」という思いが強く､「お迎えが来
るまで我慢すれば」と考えていることも多い。 
 先に書いたように､視覚障害リハビリテーシ
ョンについての情報がほとんどない状態では、
「見えない見えにくくなったらどうしようもな
い」という考え方は､より一層強くなる。 
 このような中で､「リハを受けて本当に良かっ
た」という実感を効果的に作り出すためには、
中途視覚障害者が実際に生活する場面に支援者
が訪れて、その日常生活の中での小さな困りご
とについて､解決していくことが極めて有効で
ある。そして、その過程を家族や､地域の他職種
の専門家に見てもらうことが重要である。 
 高知のように公共交通機関がほとんどなく、
車が運転できないと移動が難しい地域では、視
覚障害者に対するサービスは、訪問型でないと
成り立たないといっても良い。 
 上記の理由から､高知県での視覚障害リハビ
リテーションサービスは､訪問型で日常生活の
細々とした困りごとを､便利グッズを紹介し､
様々な工夫を提示して当事者と一緒に解決して
いく形でおこなうことを中心に組み立てたので
ある。 
 

 
【エピソード 2】 
 当時訓練指導員の活動の中で印象的で
あったのは、ある高齢中途視覚障害者が、
「昔ながらのダイヤル式黒電話を使って
一人で電話をかけられるようになりたい」
というニーズに対して、透明のダイヤルプ
レートにコントラストをつけるため白い
テープを貼るなど、工夫をしている姿であ
った。これは、ほんの一例にすぎないので
あるが、このようなことが、高齢で障害者
となった視覚障害者が 7 割を占めると推
測される高知県での指導・訓練の大きな部
分を占める仕事である。 

 
 
4 財源獲得のため職員提案事業へ応募 
 
 啓発活動と､地道な訪問型サービスの実践で、
徐々に相談件数が増えはじめたのであるが、前
記したように訓練指導員の給与は臨時職員扱い、
当事者に紹介する便利グッズをそろえたくとも
その費用がないという状態は変わらなかった。 
 そこで、1997 年から県で行われていた､県職
員が自由に企画を立て、それを知事が審査して､
良い企画に対して予算をつけるという「職員提
案事業」に応募することとした。 
 
(1) 2000 年(平成 12)度職員提案 
 ルミエール（フランス語の光）プランの提案 
- 福祉・教育の枠を乗り越え、高知県の視覚障
害者の生活の質向上をはかる事業 - 
 
A 提案理由  
 高知県には、現在 4千人を超える視覚障害者
が暮らしておられるが、その 7 割が、65 才以
上の高齢視覚障害者で、人生半ばで視覚障害者
となった中途視覚障害者が、全体の 8割以上を
占めている。視覚障害者への教育・福祉サービ
スは、従来幼い頃に障害者となった人たちに適
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したシステムであったため、急速な高齢化と中
途視覚障害者の増加に対応できない状態である。
そのため、中途視覚障害者は、生活の維持・歩
行・生活訓練などの基礎的リハビリテーション
サービスを充分受けない状態で、職業自立を目
指して盲学校に入学することが多く、又、糖尿
病などを原因とする障害者は、腎臓透析などの
重複的な様々な障害をもっていることが多いた
め、従来通りの教育的なアプローチだけでは、
充分な成果を望むことはできない。一方、県が
福祉サイドから行っている「視覚障害者生活相
談・訓練事業」は、この 1年徐々に充実してき
ているが、ハード、ソフト面とも決定的に不足
している状態である。 
 この状態を打開するため、盲学校の豊富なハ
ードと教育実践から出た視覚障害者に対する指
導技術と福祉サイドのもっている様々な福祉サ
ービス、生活相談や歩行訓練、日常生活訓練な
どのノウハウを有機的に合体させることによっ
て、高知県在住の視覚障害者の生活の質を大幅
に向上できると考える。 
 
B 事業の達成目標 
 視覚障害者、家族、その方たちに関わる保健
師、看護師、介護支援センター職員などが、福
祉の窓口、教育の窓口など、どの窓口からアプ
ローチしても、必要な情報が提供され、満足の
いく適切なサービスを受けられるようなネット
ワークを造ることを最終目標として、本事業は、
その第１段階とし、下記の事業を実施する課程
で、異職種の方たちが相互に充分な情報交換と
理解ができることを目標とする。 
 
C 事業の内容 
 a. 盲学校の一般に開放可能な空き教室を利
用し、本プランで購入する拡大読書機、弱視用
レンズなど、光学的機器をはじめ、視覚障害者
用の便利なグッズを展示し、県の視覚障害者、
家族、関係者が自由に閲覧・試用できるように
する。 

 b. 盲学校の開放可能な教室や本プランで購
入した機器類を活用し、盲学校教員、視覚障害
者生活訓練指導員、研究者などを講師とし、保
健師、看護師、ホームヘルパー、介護支援セン
ター職員など、視覚障害者と出会う専門家を対
象に、視覚障害者への理解を深め、処遇技術な
どを紹介する講座を開催する。 
 c. 本年度、療育福祉センターで行った視覚障
害者巡回相談事業を拡大し、障害福祉課、障害
児教育室・盲学校教員、視覚障害者生活訓練指
導員、研究者等が（2）の機器類をバスに乗せ
て、県内の遠隔地、中山間地区など、高知市に
出て来にくい所に、年 3-4 回出張し、視覚障害
者の出前相談、専門家に対する出前講座を開催
する。 
 d. 視覚障害者に対する自立支援事業先進地
域から講師を招き、講演会を開催する。 
 e. 上記 4 つの事業などを円滑に進め、相互
理解を深めるため、県障害福祉課に調整役をお
願いして、連絡会議（事例研究会のような形式
張らない会議）を開催する。 
 会の構成は、県障害児教育室・障害福祉課・
療育福祉センター・盲学校教員・弱視学級担任・
視覚障害者生活訓練指導員・保健師など・研究
者（吉野）などとする。 
 
D 視覚障害者生活訓練指導員の人件費を県で
一人分保障すること 
 上記プランを円滑に運営し、充実したものに
するためには、視覚障害者のリハビリテーショ
ン専門家である「視覚障害者生活訓練指導員」
が、高い専門性を発揮し、教員や他の専門職と
対等な立場にあること、当プランに充分な時間
がさけることが必要不可欠の条件であるので、
県は、「視覚障害者生活相談・訓練事業」内容を
拡大し、「遠隔地巡回相談」「啓発活動（2 年後
に迫った、全国障害者スポーツ大会のサポータ
ー、ボランティアの養成も重要となる）」などの
要素も加え、視覚障害者生活訓練指導員を専門
家としての身分保障のもとに、一人分の人件費
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を保障するべきである。 
E 必要費用について 
  視覚障害者生活訓練指導員人件費 400 万円 
 展示品購入費など               200 万円 
             計 600 万円程度 
 (注 提案文章が長いので一部割愛し、また、
現在は使われていない呼称などもそのまま表記
した)                  
   
 (2) 2004 年(平成 15)度職員提案 
 2004 年度の職員提案が採択された結果、視
覚障害者向け便利グッズを常設で展示できる
「ルミエールサロン」が開設し、その機器を持
って行う出張機器展示や､各種研修会、訪問によ
る訓練事業の基盤が確立した。 
 しかし、ロービジョン(弱視)の方に対して、
保有視覚をより一層活用できるように視覚リハ
ビリテーション(ロービジョンケア)を推し進め
ていくためには、知識を持った専門家も不足し
ていたし、ロービジョンケアのための光学機器
なども充分に設備されていなかった。そこで、
2004 年度に再び職員提案を行った。以下その
内容である。    
 事業名 
視覚障害者自立支援事業（ルミエールプランの
ステップアップ） 
 事業の説明 
 高知県の視覚障害者（手帳所持者）約 3700
人の約 9 割がロービジョン（弱視）であるが、
これらロービジョンの方たちの見え方について
きちんと評価し、当事者に自らの見え方を自覚
してもらったり、保有視覚をより良く使えるよ
うアドバイスしたり、光学的補助具をフィッテ
ィングすることの重要性や効果については、ほ
とんど認識されていないことが、過去 4年半の
視覚障害リハ普及活動の中で明確になってきた。
そこで、本事業においては、2001 年 6 月から
盲学校に設置されている「ルミエールサロン」
にロービジョン用の各種トライアルセットを置
き、ロービジョン当事者にそれを試用してもら

い、適切な補助具選定をすることによって、ロ
ービジョンの方たちの自立性と生活の質の向上
をはかるとともに、不適切な補装具給付による
税金の無駄な支出を防ぐことを目的とする。 
 また、ロービジョンケアの重要性についての
医療、教育、福祉分野での認識が充分でないこ
とや適切な補助具のフィッティングを行ったり、
自分の意志を伝えることができない乳幼児や重
複障害者の視機能評価を行える専門家が県内に
ほとんどいないことから、県外から優れた実践
を行っている専門家を講師として招き、視機能
評価の重要性とロービジョンケアの重要性を認
識し、トライアル機器を正しくフィッティング
できる専門家育成を行う。また、トライアル機
器の貸し出しなどを媒介として、医療・福祉・
教育の連携をさらに強固なものにしていくこと
を目指す。 
 事業の必要性について 
 高知県内の身体障害者手帳を持っている視覚
障害者は、約 3700 人で、その約 9割が、ロー
ビジョンである。また、高知県は、超高齢化県
で、手帳を取得するほどではないが、見えにく
いことで生活に不便を感じている人たちは、い
わゆる視覚障害者の 10 倍程度いると推計され
る。ロービジョンケアが、普及することは、単
に視覚障害者の生活の質を向上させるだけでな
く、視覚に心配を抱える高齢者の健康増進・介
護予防に貢献するものである。 
 事業の全体コストの把握 
 1 機器購入 ロービジョン（弱視）用トラ
イアルレンズ２セット（ツァイス製とエッシェ
ンバッハ製合わせて約 130 万）、単眼鏡トライ
アルセット 30 万、乳幼児や重複障害者用視力
検査セット 40 万円、遮光レンズトライアルセ
ット 20 万、啓発用ロービジョン体験キット 20
万 計 240 万 
 2 ロービジョンケア技術研修会用講師、旅
費・謝礼 80 万（講師は、ロービジョンケア
を実践している医師・大学教授・眼鏡士・視覚
障害生活訓練指導員など 5人を、全国各地から
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招聘する） 
 3 研修会場借上費 5 万円Ｘ5 回分計 25 万
円 
 4 その他、通信連絡費、雑費など計 5万円 
 合計 350 万円  (後略) 
(注 提案内容の中に、専門用語として不適当な
表現があるが､原文のまま記載した) 
 この職員提案で獲得した予算で､啓発活動と
して図３に記した講演会をおこない､それと同
時にロービジョンケアに関するワークショップ
を行った。 

 

図 3. 2004 年ロービジョンケア講演会参加者
数 
 

 
図 4. ロービジョンケアワークショップ 

参加者の職種 
 

（注 図3と4は、「ロービジョンケア研修会」
を主催した高知県障害福祉課が受付簿のデータ
ーをまとめたものである。） 

 
 5  高知県の視覚障害者自立支援事業システ
ムづくりの経過 
  高知県立盲学校におかれた「常設機器展示室
ルミエールサロン」は、視覚障害当事者が便利
グッズを見たり､様々な相談に訪れる他、視覚障
害者の支援に関わる福祉・介護・看護関係の専
門家の様々な研修に利用されている。 
 「ルミエールサロン」は、訓練指導員が視覚
障害当事者に便利グッズを説明し､本人が一番
使いやすいものを選ぶ手助けをすると同時に、
便利グッズ選びをきっかけに､中途視覚障害に
なって困っている様々な問題を相談できるよう
な雰囲気を作ることを目的としているため、
個々の当事者と家族のプライバシーを尊重大切
にしている。そのため、毎月 1回ある開放日を
のぞいては、相談にも見学も予約制をとってい
る。 
 出張機器展示は、「ルミエールサロン」に来る
ことができない当事者や家族、視覚障害者用便
利グッズを見たことのない役場の窓口の方や関
係の方に実際に機器を見て学んでもらったり、
地域の視覚障害当事者のニーズ顕在化のための
啓発を目的として､市町村の依頼や、障害者団体
の依頼を受けて行われてきた。 

 
図 5. ルミエールサロン来場者数 
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図 6. ルミエールサロン出張機器展示回数 

 機器展示室開設当初は、市町村でおこなわれ
る健康福祉祭りなどに、積極的に出張して啓発
につとめた。 
 
【エピソード 3】 
 2001 年（平成 13）、ルミエールサロン
開設当時は、視覚障害者用の機器について
も､視覚障害リハビリテーションについて
も､理解が得られていなかった。 
 出張機器展示を行っても､見学者がほと
んどないということもあった。 
 ある市の総合福祉会館で機器展示を行っ
た時、その施設の隣に､高齢者のデイサービ
ス施設があったので､昼休みに、その施設を
訪問して「見えない見えにくい方のための
便利グッズを展示しているので、利用者の
方や､介護職員の方は見に来てください」と
宣伝に行った所、「うちの施設には点字ブロ
ックが敷設されていないから､視覚障害者
は利用できない施設なので､そういうもの
が必要な人はきていない」と冷たく断られ
てしまった。視覚障害というものに対する
一般の人々の理解のなさと、啓発活動の重
要性を思い知った事例である。 
 
【エピソード 4】 
 ロービジョンケアの講演会をおこなう中
で、ロービジョンケアに理解を示してくだ
さる眼科医との連携が始まった。 
 その眼科医が勤務しておられる四万十市
（当時中村）の病院の依頼を受けて､眼科待

合室で出張機器展示を行った。 
 拡大鏡や、拡大読書器などを並べ､今治療
に通いながら､見えにくくなって日常的に
生活に困っておられる方たちに､それらの
機器を紹介すると 
 「この拡大鏡を使えば確かに良く見える
けれど､片手がふさがるから､縫い物や編み
物では使えない」「両手が自由に使えるもの
はないか」など、沢山の注文を受けた。 
 今まで､福祉施設等で機器展をすると､見
えづらい状態になって、長い時間を経過し
た方たちばかりが来ていて、その方達は、
「わー良く見える」とちょっと見えただけ
で感激してくれたのだが、見ることをあき
らめていない方たちの反応は、もっとシビ
アだった。 
 この経験から、早期のリハビリテーショ
ンの大切さを痛感したのである。 
 
 このような、地道な活動の繰り返しの中で、
地域出、何のケアも受けないままになっていた
視覚障害者や盲ろうの重複障害の方たちが、福
祉の窓口や保健師によって、訓練指導員のとこ
ろに紹介されるようになり、ケースを媒介とし
たシステムが構築されるようになった。 
 

 
図 7. 高知県視覚障害者自立支援システム図 

（2011 年現在） 
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 6 10 年間の事業報告 
 （1） 相談･訓練の実績 
  視覚障害リハビリテーションに対するニーズ
が徐々に顕在化していく中、中核市である高知
市は、職員を養成講習に派遣する形をとり、独

自に市内の視覚障害者に対して自立支援事業を
開始した。現在二人が、障害者自立支援関連の
仕事をおこないながら、訓練事業も行っている。 
 高知県では、平成 17 年度から訓練指導員が
二人に増員された。 

 
  表 1  平成 11 年度から 22 年度までの高知県視覚障害者生活訓練･相談事業業績 

年度 訓練者数 訓練回数 相談者数 相談回数 総人数 総回数 年度末待機者 

Ｈ11年度 6 53 3 5 9 58 5 
Ｈ12年度 5 84 30 43 35 127 13 
Ｈ13年度 8 83 42 48 50 131 12 
Ｈ14年度 11 92 59 74 70 166 7 
Ｈ15年度 12 92 41 48 53 140 6 
Ｈ16年度 11 42 36 41 47 83 4 
Ｈ17年度 11 102 64 76 75 178 7 
Ｈ18年度 20 112 75 98 95 210 7 
Ｈ19年度 23 202 79 120 102 322 6 
Ｈ20年度 30 118 77 117 107 235 7 
Ｈ21年度 22 96 66 77 88 173  
Ｈ22年度 29 109 92 127 121 236  
合計 188 1185 664 874 852 2059 74 
※訓練と相談に重複あり 

 

 
図 8. H11～H20 年度高知県視覚障害者生活相談・訓練事業における地域別総人数（累計） 
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 ルミエールサロンの利用は、高知県内すべて
を対象としているが、上記視覚障害者生活訓練･
相談事業の統計は、高知市を除いた数である。 
 2005（平成 17）年度、訓練指導員の数は二
人となったが、一人が育児休暇に入ったため、
二人体制での仕事は、2006（平成 18）年から
である。二人体制になって、訓練した人数も、
相談を受けた人数も増加している。しかし、面
積の広い高知で訪問での訓練ということで、一
人から二人に増えても、思ったほどの増加には
なっていない。   
  業務統計の取り方の問題から、訓練・相談の
内容について数的に明確化されていないが、訓
練内容としては、日常生活の動作に関わるもの、
パソコンや携帯電話の使い方などコミュニケー
ションに関わるもの、そして歩行訓練がほぼ
1/3 ずつの割合となっていると、訓練指導員は
述べている。 
 高知県は、5つの福祉・保健県域に分けられて
いるが、そこへの訪問訓練回数を見ると、図 8
の通りとなっている。この図の中で、高知市に
関しては、高知市を担当している市職員の訓練
指導員が行った数である。 
 
 （2）2010（平成 22）年度の実績報告につ
いて   
  高知県の視覚障害者生活訓練事業に限定して、
利用者の状況を報告する。 
   ① 年齢別の状況  
 図 9 の訓練利用者の状況は、図 1の手帳所持
者の年齢構成からみると、明らかに高齢者の利
用が少なくなっている。これは高齢視覚障害者
や家族、またその関係者の方たちが、「年をとっ
ているとリハビリは無理」という思いが強く、
相談してこないということを示していると共に、
視覚障害リハビリテーションについての啓発活
動の不十分さ、訓練指導の体制の問題、指導内
容がまだまだ高齢視覚障害者のニーズに充分に
応えていないということの表れでもあると考え
られる。 

 
図 9-1. 平成 22 年度高知県視覚障害者生活訓

練事業における利用者の年齢 
 

 
図 9-2.（参考） 
 
 また、18 歳未満の相談の割合が多いのは、視
覚障害のある乳幼児の子育て相談の場が充分に
確保されていないからであること、視覚障害と
他の障害を併せ持つ子ども達の相談の場所も充
分に確保されていないため、訓練指導事業が、
その代行を行っているからだと推測される。 
 ② 利用者の眼疾患の状況 
 図 10 は、訓練事業の利用者の眼疾患の状況
を表している。 
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図 10. 平成 22 年度 高知県視覚障害者生活訓練事業 訓練相談を受けた人の眼疾患別グラフ 
 
 

表 2 平成 22 年度視覚障害者に適した環境を整えるための活動状況 
NO 実 施 日 依     頼     元 内            容 場       所 
1 4月2日 高知市 はりまや橋バスターミナル 

点字ブロック敷設 
ルミエールサロン 

2 4月28日 障害保健福祉課 バリアフリーモニター会議 保健衛生庁舎 
3 6月25日 小高坂厚生センター 新築センターについて ルミエールサロン 
4 6月25日 障害保健福祉課 小高坂厚生センター ルミエールサロン 
5 7月7日 社会福祉法人土佐くすのき荘 施設のバリアフリーについて くすのき荘 
6 7月13日 小高坂厚生センター 新築センターについて ルミエールサロン 
7 7月14日 小高坂厚生センター 新築センターについて ルミエールサロン 
8 7月15日 小高坂厚生センター 新築センターについて ルミエールサロン 
9 7月15日 高知県 おでかけマップ拡大本について ルミエールサロン 
10 7月16日 小高坂厚生センター 新築センターについて ルミエールサロン 
11 8月3日 障害保健福祉課 バリアフリーモニター会議 保健衛生庁舎 
12 
 

9月13日 
 

少子対策課 
 

「おーきくなーれ」 
リーフレットの構成について 

少子対策課 
 

13 10月24日 障害保健福祉課 「おでかけマップ」の打ち合わせ 障害保健福祉課 
14 
 

11月29日 
 

少子対策課 
 

「おーきくなーれ」 
リーフレットの構成について 

少子対策課 
 

15 
 

1月26日 
 

少子対策課 
 

「おーきくなーれ」 
リーフレットの構成について 

少子対策課 
 

16 2月2日 障害保健福祉課 県庁施設 点字ブロックについて 高知県庁 
17 
 

2月24日 
 

少子対策課 
 

「おーきくなーれ」 
リーフレットの構成について 

少子対策課 
 

18 3月9日 ルミエールより相談 県警交通規制課の方と信号の下見 湯川温泉前交差点 
19 
 

3月30日 
 

フジグラン高知 
（愛媛の本部の方） 

敷地内の点字ブロックの相談 ルミエールサロン 
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表 3 平成 22 年度研修会講師などの活動状況 
NO 実  施  日 依    頼   元 内            容 場       所 
1 
 
5月13日（木） 梼原町 みどりの家 

 
職員研修（視覚障害概論） 
 

梼原町 
みどりの家 

2 
 

6月1日（火） 
 

宿毛市 幡多希望の家 
 

職員研修（視覚障害概論） 
 

宿毛市 
幡多希望の家 

3 
 
6月17日（木） 南国市 藤原病院 

 
職員研修（視覚障害概論） 
 

南国市 
藤原病院 

4 
 
6月25日（金） 南国市 藤原病院 

 
職員研修（視覚障害概論） 
 

南国市 
藤原病院 

5 
 
7月30日（金） 四万十町社会福祉協議会 福祉と教育の研修事業 

（アイマスク体験の方法など） 
四万十町 
農村改善センター 

6 
 
9月25日（土） 視覚障害リハビリテーシ

ョン協会 
パネルディスカッション 
（高知県の取り組みを発表） 

愛知県 
中部大学 

7 
 

10月9日（土） 
 

県障害福祉保健課 視覚障害者向け 
パソコンボランティア講習会 

須崎市 
須崎市市民文化会館 

8 10月21日（木） 県統計課 職員研修 電気ビル 
9 10月26日（火） 県統計課 職員研修 電気ビル 
10 10月27日（水） さぽーとピア 職員研修（視覚障害概論） さぽーとピア 
11 
 

11月14日（日） 
 

聴覚障害者協会 
 

盲ろう者向け通訳介助員養成講座 
 

室戸市 
保健センターやすらぎ 

12 
 

11月20日（土） 
 

聴覚障害者協会 
 

盲ろう者向け通訳介助員養成講座 
 

室戸市 
保健センターやすらぎ 

13 
 
11月26日（金） 興津小学校 

 
人権学習 
（盲導犬・視覚障害者の理解） 

四万十町 
興津小学校 

14 
 
11月26日（金） うぇるぱ高知 

 
ワンコインセミナー 
（視覚障害概論） 

ふくし交流プラザ 
 

15 12月19日（日） 
 

聴覚障害者協会 盲ろう者向け通訳介助員養成講座 室戸市 
保健センターやすらぎ 

16 1月17日（月） ヘルパー協議会 ヘルパー現任研修 ふくし交流プラザ 
17 2月28日（月） 安芸福祉保健所 ガイド講習 安芸福祉保健所 
18 
 

3月5日（土） 
 

たびびと 
 

音訳ボランティ養成講習 
（視覚障害概論） 

八王子プラザ 
 

19 3月25日（金） こうち人作り広域連合 職員研修（視覚障害概論） こうち人作り広域連合 
 
 利用者の 41％が網膜色素変性症である。網
膜色素変性症は、進行すると視野狭窄となり、
移動に必要な足下の情報が得にくくなるため、
歩行訓練などへのニーズが高い。またこの疾患
は、糖尿病網膜症などと違い、視覚障害だけの
単独障害であるということも、訓練を受けやす
くしていると考えられる。 
 なお、高知県で行われている訓練事業の内容
は、視覚以外の感覚を生かすことを中心として
いるので、見ること、特に読むことに大きな不
便さを感じる「黄斑変性症」などの、中心視野
障害の方たちのニーズに応える内容にはなって

いない。 
 これら読むことに主な障害のある方たちのケ
アに関しては、ロービジョンケアをおこなえる
医療機関との連携が重要であろう。 
 ③  啓発活動状況 
  視覚障害者生活訓練指導員のその他の業務と
して、下記の表 2と 3のような、障害者の住み
やすい環境を整えるための各種会議への出席、
様々な研修会講師の仕事、また、自己の専門性
を高め、他の専門家との交流をおこなうための
学会発表などの活動を行っている。 
 高知県における視覚障害リハビリテーション
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システムが上手く動くためには、視覚障害とい
う障害についての行政を含む関係者の理解が不
可欠である。 
 行政担当者は、概ね 3年程度で、その部署を
移動するために、啓発活動は繰り返しおこなわ
なければならないということである。 
 
 7 視覚障害リハビリテーションを普及する
ための方向性  
 （1） 申請主義からの脱却 
  視覚障害は移動と情報の障害が主な特徴の
障害である。また、一般の人たちは、視覚から
の情報に頼り切って生きているので、人生の途
中で「見えない見えづらい状態」になった時、
「何もできない」という絶望感にとらわれる。
特に高齢になってから視覚障害者になるという
ことは、その絶望感がより深いものとなる。 
 今まで、高知県での視覚障害リハビリテーシ
ョンの認知度の低さと、認知度を上げるための
絶え間ない啓発活動について報告してきたが、
このような活動を行っても、まだまだ視覚障害
リハビリテーションのサービスについての情報
は、視覚障害当事者にも家族にも支援関係者に
対しても充分に伝わっているとは言いがたい。 
 このような状況を打開し、早期にリハビリテ
ーションサービスを提供するためには、各障害
当事者や家族からの「サービスを受けたい」と
いう申請を待っておこなうという、現在のシス
テムに大きな問題があると考える。 
 医療との連携を密にして、治療を行っても視
覚に大きな障害が残ると思われる方たちに対し
ては、本人からの申請を待たず、地域の相談担
当者と視覚障害リハの専門家がチームを組んで、
その当事者にまず会い、利用できるサービスに
ついて一度は紹介するというシステムをとるべ
きだと考える。 
 こうすることによって、中途視覚障害者を早
期にリハビリテーションに結びつけることが可
能となると共に、窓口担当者が家庭を訪問する
ことにより、地域での視覚障害者のニーズを学

び、視覚障害という障害について、理解するチ
ャンスを持つことができると考える。 
 この報告では、高知での事例から述べている
のであるが、どこの地域においても、状況は同
じであることは、今回の東日本大震災の被災者
支援調査で「身体障害者手帳 1級と 2級を所持
している視覚障害者の6割が音声時計の存在も
知らなかった」という事実が証明している。 
 視覚障害リハビリテーションのニーズを顕在
化させるために払った多くの努力は、行政の窓
口が出て行く形をとれば、ほとんど必要がなく
なる。そのエネルギーを個々のサービスの向上
や、地域の環境改善に向けることが可能となる。 
 さらに、早期のリハビリテーションの開始は、
中途視覚障害者が鬱状態に陥ったり、寝たきり
や認知症になる高齢視覚障害者の介護予防にも
つながることとなり、長い目で見れば、経済的
にも有用に作用することである。 
 申請主義という原則は福祉サービスの提供に
おいての大原則であるから、簡単に変える事は
難しいと思われるが、まず障害者となることが
確実になった時に、本人に説明をして、承諾の
得られたところから、家庭訪問をするなどの積
極的な形をとるべきであろう。 
 
 （2）県単位・同州単位でのシステムづくり 
 現在の障害者に対する福祉サービスは、市町
村の責任でおこなうという方向であるが、視覚
障害者のように数が少なく、そのリハビリテー
ションの専門技術を持っている人たちも少数で
あるような場合、それらの専門家を市町村が抱
えることは財政的にも効率的にも、また専門家
の質を保障するためにも無理があると考える。 
 県単位、あるいはもっと大きな同州のような
単位で、財政的な基盤を作り、視覚障害リハビ
リテーション専門家を雇用し、必要な地域に派
遣するというシステムが必要であろう。 
 高知県のことに言及すると、5 つの保健福祉
県域それぞれに、一人は視覚障害リハビリテー
ション専門家が配置されるべきと考える。すで
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に、高知市には二人の専門家が配置されている
ので、県内では、後二人の増員が必要であろう。 
 これらの専門家（訓練指導員など）を県単位、
あるいは同州単位で雇用することには、もう一
つ大きなメリットがある。それは、その専門家
が独りよがりにならず、学び合うことができる
ということであり、当事者のニーズに合った専
門家が派遣できるということである。 
 
 （3）訪問型と入所型施設の両方の充実が必
要 
 今までみてきたように、高齢視覚障害者のリ
ハビリテーションは、生活の場に即した訪問型
のサービスが適している。しかし、復学や復職
を目標としての青年層や、中年層の視覚障害者
のリハビリテーションでは、短期間に集中した
サービス提供が必要である。訪問型では、復学･
復職などを目指す人たちのニーズに応えること
はできない。高知県でもこの 10 年に 1 人の大
学復学を目指した方と、公務員への復職を目指
したケースが出ているが、これらは、京都、大
阪にある入所型のリハビリテーション施設に紹
介している。 
 地域で、訪問型のサービスを中心にしながら、
中途視覚障害者のリハビリテーションに対する
ニーズを早期に顕在化させ、リハビリテーショ
ンの目標が、復学や復職と言う方たちは、速や
かに入所型のリハビリテーション施設で、集中
的なサービスを受け、その方達が地域に戻って
きて、復学･復職をする際には、地域の訓練指導
員が、地域の環境に慣れてもらうための補助的
な訓練をおこなうという形をとるべきである。 
 なお、入所型の施設でのリハビリテーション
のメリットは、通うことができない方たちにサ
ービスを提供できるというだけでなく、同じよ
うな境遇にある方たちが、互いにその体験を共
有し、切磋琢磨する機会を与えるということ、
グループワーク的な効果が期待できるというこ
とである。 
    

 （4）視覚障害リハビリテーション専門家の
育成の重要性  
  現在視覚障害者リハビリテーションの専門家
として考えられる視覚障害者生活訓練指導員
（歩行訓練士）は、実働している方たちが約
400 人足らずである。また、実働している方た
ちの多くも、訓練指導に専念しているわけでは
なく、他の様々な仕事との兼務で行っている場
合がほとんどである。 
 このような状態では、高知県で行ったような
視覚障害者のリハビリテーションに対する潜在
的なニーズを顕在化するための活動に積極的に
取り組むこともできず、また、視覚障害と他の
障害を合わせ有する人たちに対する対処方法や、
高齢視覚障害者に対するリハビリテーション技
術を、日々工夫し、学び合い、蓄積していくこ
ともできない状態である。まず、これら視覚障
害リハビリテーションに携わる専門家の身分安
定と教育システムの充実を図る必要がある。 
 それと同時に、視覚障害の特性を理解し、訓
練指導員とチームを組んで働くことのできる相
談支援担当者（ソーシャルワーカー）の存在が
重要である。 
 知的障害者の施設や、重症心身障害児施設、
各種高齢者向けの通所･入所施設にも視覚障害
があるが、適切なケアを受けていない方たちが
沢山いると推測される。それらの方たちに日々
接している介護福祉士･ホームヘルパーなどに
対する視覚障害理解のための教育システムの構
築も重要であろう。 
 視覚障害リハビリテーション（ロービジョン
ケア）を理解できる眼科医の育成、特に保有視
覚の活用を重点とするロービジョンケアを担当
する視能訓練士の育成も重要である。視覚障害
リハビリテーション専門家の育成と、それらの
専門家と連携して動ける他職種の視覚障害リハ
ビリテーションに対する理解を深めることを同
時に進めて行かないと、視覚障害当事者のニー
ズに応えられるサービスの充実はのぞめないの
である。 
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おわりに 
 現在の障害者自立支援法の下では、それぞれ
の障害に特化したサービス体系は否定されてい
るに等しい。入所型の施設は、介護を提供する
という考え方と、3 障害に共通の基準という考
え方の下で運営されており、視覚障害者に対す
るリハビリテーション施設としては人員配置、
運営の仕方においても機能できない状態になっ
ている。 
 また、地域で行っている訪問型のリハビリテ
ーションについては、「地域支援事業」という位
置づけの下で、設置は地域の実情に任されてい
る。 
 このような状態が続けば、視覚障害者に対す
るリハビリテーションサービスも、そこで蓄積
されてきた方法･技術も存続することが難しい
という危機的状態であると筆者は考えている。 
 その危機的な状態の中で繰り広げてきた高知
での活動の中に、何か、状態打開のために参考
になることがあればと思い、活動の全体を報告
した次第である。 
 
 我が国は高齢化の一途をたどっており、高齢
になって見えない見えにくい状態になる方たち
も増加の一途をたどると予想されている。高齢
中途視覚障害者に「生きる喜び」を与えるのが、
今視覚障害リハビリテーションの大きな課題で
あると、筆者は考えている。また、視覚と他の
障害を合わせ有する方たちの視覚リハビリテー
ションのアプローチもこれからの大きな課題で
ある。 
 視覚障害者に対する福祉サービスは、「もう解
決済み」と見ている行政関係者も多いというが、
高知県での活動報告を通して、新たな課題につ
いて気づいていただきたいと考えている。 
 


