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3月 10日（土）
於：㈱東京在宅サービス・会議室第82回定期総会開催第82回定期総会開催

　平成24年度の事業・活動計画と収支予算を審議する第82回の定期総会が３月10日（土）午後１時30分よ
り東京在宅サービスに於いて出席者18名（委任状５名）により開催されました。
　上野事務次長の司会進行で開会、﨑村茂久会長の挨拶の後、北区の田中淳子副会長を議長に選出。議
事録署名人に板橋区の鈴木久美子副会長、中央区の佐藤幸美連絡員を選任した後、議事審議に入りました。
　事業計画は杉原千鶴子常務理事より、例年どおり一連の活動を着実に実施する旨の説明があり、続い
て上野事務次長より事業計画を円滑に実施するための予算の項目ごとの説明に移りました。24年度は公
益法人移行に伴う支出（登記料やホームページ運営費）を新たに計上した旨等の説明がありました。
　引き続き審議に入り平成24年度の事業・活動計画と収支予算は原案通り承認され閉会しました。

１．事　業　計　画
　（1）肢体不自由児者並びに重症心身障害児者に対

する社会的啓発運動に関すること。　
　（2）肢体不自由児者並びに重症心身障害児者の福

祉について関係行政庁の行う諸施策の協力に
関すること。

　（3）肢体不自由児者並びに重症心身障害児者の家
庭療育に関すること。

　（4）肢体不自由児者並びに重症心身障害児者の福
祉に関する調査研究に関すること。

　（5）会員相互の共通理解を深める研修 ･ 研鑽に努
めること。

　（6）その他本会の目的達成に必要なこと。

２．活　動　計　画
　（1）肢体不自由児者並びに重症心身障害児者に対

する社会的啓発活動に関すること。
　　① 会報「東肢連」を下記のように発行し、会員

及び地域の社会的啓発活動に寄与する。
　　　会報「東肢連」
　　　　発行予定時期：７月（57号）、11月（58号）、
　　　　　　　　　　　３月（59号）
　　　　配布先：会員全員、関係機関、関係団体
　　　　　（特別支援学校、特別支援学校ＰＴＡ等）
　　②講演会の開催
　　　日　時　平成24年５月25日（金）　定期総会時
　　　会　場　株式会社東京在宅サービス　会議室
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　　　テーマ　公益法人移行について
　　　講　師　﨑村茂久東肢連会長
　　③ 東京都共同募金会の「赤い羽根共同募金」に

協力する。
　　　実施時期　平成24年10月１日
　　④ 全肢連発行の「わ」及び「いずみ」その他福

祉に関する書籍を配布する。
　（2）肢体不自由児者並びに重症心身障害児者の福

祉について関係行政庁の行う諸施策の協力に関
すること。

　　① 東京都障害者団体連絡協議会に協力する。（東
京都福祉保健局）

　　② 駅前放置自転車クリーンキャンペーンに協力
する。（東京都生活文化局青少年 ･ 治安対策
本部）

　　③ 東京都特別支援学校総合文化祭に後援団体と
して協力する。（主催：東京都教育委員会、
東京都特別支援学校文化連盟）

　　④ 「障害者週間」記念の集い ･ 第３２回ふれあ
いフェスティバル式典 ･ 記念の集いに参加協
力する。

　　⑤ 東京都身体障害者スポーツセンター運営委員
として委員会に出席し協力する。

　　⑥ 東京都多摩身体障害者スポーツセンター運営
委員として委員会に出席し協力する。

　　⑦ その他行政庁の行う諸施策について積極的に
協力する。

　（3）肢体不自由児者並びに重症心身障害児者の家
庭療育に関すること。

　　　 加盟23地区において、地域の特性や障害の程
度を考慮し、家庭における療育生活の充実を
図り、さわやかキャンプレクリエーションを
実施する。

　　　実施地区：加盟23地区
　（4）肢体不自由児者並びに重症心身障害児者の福

祉に対する調査研究に関すること。
　　　 福祉部が主催する学習会を年１回～２回程度

開催する。
　（5）会員相互の共通理解を深める研修 ･ 研鑽に努

めること。
　　①研修会の開催
　　　平成24年度　東肢連研修大会を開催する。

　　　日　時　平成24年10月（予定）
　　　会　場　 武蔵野市　武蔵野スイングホール（予定）
　　　テーマ　 新法に対する東京都の取り組み（予定）
　　　講　師　未　定
　　② 第46回全国肢体不自由児 ･ 者父母の会連合会

全国大会（宮城大会）に参加する。
　　　日　時　平成24年９月８日（土）・９日（日）
　　　会　場　仙台市情報産業プラザ
　　③ 第49回関東甲信越肢体不自由児者父母の会連

合会埼玉大会に参加する。
　　　日　時　平成24年６月17日（日）
　　　会　場　大宮ソニックシティ
　　④ 第35回全国特別支援教育振興協議会に参加する。
　　　日　時　平成24年12月
　　　会　場　 国立オリンピック記念青少年総合セ

ンター　研修室（予定）
　　⑥ 平成24年度関東甲信越ブロック地域指導者養

成研修会に参加する。
　　　日　時　平成24年　月
　　　会　場　群馬県
　　⑦全国及び東京都レベルの研修会
　　　 東京都及び全社協等が行う各種研修会 ･ 行政

説明会に参加する。
　（6）その他本会の目的達成に必要なこと。
　　①第83回定期総会の開催
　　　日　時　平成24年５月25日（金）
　　　会　場　株式会社東京在宅サービス　会議室
　　② 理事会を原則として年３回（４月、７月、12

月）開催する。
　　　また、常務理事会を必要に応じ開催する。
　　③地区連絡会を原則として毎月開催する。
　　④ 各部会（総務、福祉、広報）を必要に応じて

開催する。
　　⑤ 行政施策に関する提案 ･ 要望書を東京都及び

東京都議会へ提出する。（７～９月）
　　⑥ 平成24年度関東甲信越肢体不自由児者父母の

会連合会連絡協議会会長 ･ 事務局長会議に出
席する。（平成24年４月）予定

　　⑦ 全国肢体不自由児 ･ 者父母の会連合会会長事
務局長会議に出席する。（平成24年５月19日）

　　⑧ 地域 ･ 会員相互の情報交換と親睦を図るため
の交流事業を実施する。



3

平成24年度　収　支　計　算　書
平成24年４月１日～平成25年３月31日

〈収入の部〉 （単位　千円）

科　　　　　目 23年度予算額 24年度予算額 増 減（▲） 備　　考
会 費 収 入 （1,115） （1,100） （▲15）
　正会員会費収入 1,105 1,090 ▲15 23地区
　賛助会員会費収入 10 10 0 東京在宅サービス
事 業 収 入 （1,200） （1,200） （0）
　事業参加収入 1,200 1,200 0
補助金等収入 （5,950） （6,200） （250）
　公共補助金収入 300 300 0 ＮＨＫ歳末助合い
　民間補助金収入 5,500 5,600 100 自販機還元金
　民間助成金収入 150 300 150 さわやかキャンプ
寄 付 金 収 入 （23） （23） （0）
　寄付金収入 0 0 0
　募 金 収 入 23 23 0 赤い羽根募金
雑収入 （1） （1） （0）
　受 取 利 息 1 1 0
　雑　収　入 0 0 0
繰入金収入 0 0 0
　繰 入 金 収 入 0 0 0
当期収入合計（A） 8,289 8,524 235
前期繰越収支差額 5,900 5,665 ▲235
収入合計（B） 14,189 14,189 0

〈支出の部〉 （単位　千円）

科　　　　　目 23年度予算額 24年度予算額 増減（▲） 備考
事　　業　　費 （7,025） （4,750） （▲2,275）

社 会 啓 発 事 業 費 3,445 2,950 ▲495 会報・各大会
家 庭 療 育 事 業 費 880 800 ▲80 さわやかキャンプ他
調 査 研 究 事 業 費 700 800 100 福祉部活動費
通 信 事 業 費 0 200 200 ホームページ運営費
50 周 年 記 念 事 業 費 2,000 0 ▲2,000 50周年記念

管　　理　　費 （3,000） （3,520） （520）
会 議 費 100 100 0 理事会他
旅 費 交 通 費 50 50 0 職員交通費他
通 信 運 搬 費 200 200 0 電話・メール他
印 刷 製 本 費 130 130 0 コピー代
賃 借 料 760 760 0 事務所借料
消 耗 品 費 50 200 150 事務用品等
会 場 費 35 35 0 総会会場他
負 担 金 支 出 60 60 0 東社協会費他
諸 謝 金 0 0 0
公 租 公 課 0 0 0 都民税
寄 付 金 支 出 23 23 0 共同募金会
人 件 費 1,392 1,392 0 税理士等報酬含む
光 熱 ・ 水 費 120 120 0 電気代他
慶 弔 金 30 50 20
雑 費 50 400 350 登記料他

事業費 ･ 管理費合計 10,025 8,270 ▲1,755
予　　備　　費 （4,164） （5,919） （1,755）

予 備 費 4,164 5,919 1,755
当期支出合計（C） 14,189 14,189 0
当期支出差額（Ａ）−（Ｃ） ▲5,900 ▲5,665 ▲235
次期繰越収支差額（Ｂ）−（Ｃ） 0 0 0
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　平成24年の東肢連新年会は１月14日（土）上野精養軒に於いて130名余が出席し開催された。当日は雪
の心配もいらないくらいの快晴に恵まれ、昨年9月に行われた全肢連50周年記念東京大会開催から久し
ぶりの再会で挨拶をかわす声も例年以上に元気に感じられた。会は葛飾区の祖父江菊江会長・渋谷区の
竹政真弓会長・足立区の鈴木真理子会長の３名で司会・進行した。
　﨑村茂久東肢連会長の挨拶 （後に掲載）に続き、ご出席された26名のご来賓の中から、代表で6名の
方に御挨拶をいただいた。

　　　　　　東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課長　　　　山口　信久 氏
　　　　　　東京都教育庁特別支援教育推進担当部長　　　　　　廣瀬　丈久 氏
　　　　　　社会福祉法人日本肢体不自由児協会常務理事　　　　井田　千昭 氏
　　　　　　東京都社会福祉協議会総務部長　　　　　　　　　　斉藤　道夫 氏
　　　　　　東京都特別支援学校肢体不自由教育校長会副会長　　引間　宗人 氏
　　　　　　東京都肢体不自由特別支援学校 PTA 会長　　　　　 石田　みき 氏

　他の20名のご来賓は時間の関係でお名前の
みご紹介させていただいた後、日本チャリティ
協会常務理事の大江　尚樹氏のご発声で乾杯
し歓談に移った。
　当日、会場の一角に韓弓ダーツを展示。今
年の目玉は『くじ引き』。上野東肢連事務次長
の進行で、くじを引くたびに歓声と拍手で盛
り上がりカラオケで締めくくり、最後に、高
橋勝幸東肢連副会長の閉会のことばでお開き
となった。

平成24年　東肢連新年会開催

子どもたちの未来は…これからも“きずな”を強く !!
広　報　部
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平成24年　東肢連新年会開催

あ い さ つ
（社）東京都肢体不自由児者父母の会連合会

会　長　﨑　村　茂　久

　皆さん、あけましておめでとうございます。お忙
しい中、東肢連の新年会にご出席賜りありがとうご
ざいます。昨年は会員の皆さんには東京大会で大変
ご苦労していただき十分成果をあげて終えることが
できました。どうもありがとうございました。
　昨年の暮に全肢連顧問の衛藤晟一参議院議員とお
話しする機会がありまして、そこに厚労省の方がい
らしたのですが、私たちの要望に応えたいけれども
先立つものが無いというのが大方の話でして、確か
に国の財政が困難なので現状維持するのがやっとだ、
ということのようです。
　というのは障害者権利条約を批准するために、現
在いろんな法律の改正や新しい法律を作る作業をし
ていますが、そのためには予算を組む必要がありま
して、特に問題になっているのが、これまでの医療
モデルではなくて社会モデルにする、となっている
ことです。が、社会モデルにするとアメリカなどは
社会モデルを使っていますので障害者が人口の20％
近くになるわけですね。ですから現在、日本は発達
障害を入れて10％ぐらいですが、今の財政状況では
社会モデルで障害者を認定したいのだけれども予算
が追いつかない、というお話でした。それは当然だ
と思いますので今すぐに障害者の権利条約に合った
法律ができたとしても施行をするのは難しいという
財政状況になるようです。
　その席上で衛藤さんが1940年の話をされたのです
が、1940年は「日独伊三国軍事同盟」や「大政翼賛
会」ができ「隣組」や「町会」とかができた時代で
して、その時代から考え方が変わっていないのでは
ないかという話になりました。結局、戦後の経済復
興に使われた OS（オペレーションシステム）といっ
てもよいものがその時に培われたということのよう
です。今問題になっている社会保障の厚生年金も昭
和17年にドイツの厚生年金を真似て作りました。そ
の時、ドイツは賦課方式といって現在加入している

人が老人を支えるという制度でしたが、日本は積み
立てをしてそれを戦費に使うという方法を取りまし
た。
　現在の年金は積み立て金を残したまま賦課方式を
使う形になっています。戦後も同じ OS で経済復興
を果たしたわけですが、そろそろ制度疲労を起して
いることは皆さんもご承知だと思います。
　今年は、おそらく大阪の橋下市長が言われたよう
に、いろんなところに競争メカニズムを入れようと
か、市場経済化をしようというような動きが出てく
ると思います。あるいはまた TPP の行き先がどう
なるか分からないので、かなりいろんな面で混乱が
起きるのではないかと思っています。政治家もどっ
ちの方向に進んでいいのか今のところ分かっていな
いのではないか。やはり国民的な議論で社会福祉の
あり方をひっくるめて今までのやり方を総括する時
代がやって来たのではないかと私はそんな気がしま
す。
　私は職業柄ドイツ語を日本語に翻訳するという仕
事をしていますので、そのようなことでドイツ側の
話を聞くと、日本はやはり方向転換をしないと行き
詰まるのではないか、第二のギリシャにならないよ
うに頑張ってほしいと言っているようです。たぶん、
いろんな面で今年からかけて、いろんな社会福祉制
度の転換が、障害者の権利条約を批准する場面にお
いても出てくるのではないかと思います。どっちの
方向に行くのか私にはちょっと分からないのですが、
皆さんも国や政治のあり方に興味を持って議論に参
加してほしいと思います。
　新年にあたって堅苦しいあまり面白くない話です
が、おそらく、そういったことが将来の展望を開い
てくれるのだと私は思っています。ぜひ、皆さんも
国の福祉政策のあり方に興味・関心をもっていただ
きたいと思います。これで新年会のあいさつとさせ
ていただきます。
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琴尾副区長挨拶の要旨

　 《先ほど﨑村会長からのお話しにもありましたが、
国において障害者自立支援法に変わる障害者総合
福祉法の動きがあり、しかし厚労省の素案の中身
があまり変わっていないとのことでした。基礎自
治体の区市町村の役割は大きく、地域で暮らして
いる障害者に一番身近な私どもが力を発揮してい
くことが重要であると認識しております。練馬区
は24年4月から学校施設を改修し、子ども発達支
援センターのオープンに向けて準備を進めていま
す。区の庁舎の10階には障害者の運営している喫
茶室があります。お時間があればお帰りの際にで
もお立ち寄りください。》

各係を担当した会員の感想

　18年ぶりに東肢連研修会の開催担当区となりまし
た。会員からの感想をお伝えします。
　 《会場案内係は、パソコン（インターネット）の

時代には余り必要ないのでは、との声もありまし
たが、当日、駅に降りた方から「ご苦労さま」と
声を掛けられ思わず寒さも忘れて笑顔で近道をご
案内しようとはりきってしまいました。研修会で

初めての出会いの仕事に就いて嬉しかったです。》
　 《受付係は、事前に事務局より資料、名簿等が届

いていたので当日は速やかに出来たと思います。
板橋区の方の協力も得て助かりました。練馬区は
母親中心の会ですが、受付はリーダーに唯一父親
の協力を得たこともあり、無駄のない動きが出来
て良かったと思います。》

　 《お弁当・飲み物係は、中野区の協力でお弁当を
当日受け取る事だけで助かりました。お弁当の中
身もほど良い量で参加の方の年齢も配慮された優
しい、おいしいお弁当でした。たくさんの飲み物
をコカコーラさんよりいただき感謝です。》

講演会に出席した会員の感想

　講演の録音テープを起こした原稿が400字詰めで
24枚ありました。質問も多く充実した研修会だった
と思います。出席者の中から2名の感想を掲載します。
　 《私は重症児施設の短期入所を利用しているので、

これからの対応がわかりとても参考になりました。
短期入所は重要な変更なしとの事。将来入所を考
える時の療養介護が障害程度区分5 ～ 6になるだ
ろう等、具体的でわかりやすかったです。（竹本）》

　 《重症心身障害児施設の18歳以上の入所者を施設

　各地区から120名余りの会員と千葉県肢連からも２名が参加され、10時30分に練馬区父母の会の鈴木
満里子会長の司会で開会しました。﨑村茂久東肢連会長の挨拶に続いて練馬区の琴尾隆明副区長から歓
迎のご挨拶をいただきました。また研修に参加された障害者施策推進課長並びに障害者サービス調整担
当課長、その他関係職員の方々の紹介がありました。
　その後、東肢連福祉部の河井文府中市会長の進行で、講演に先立ち講師の東京都立府中療育センター
事務次長の渡辺秀子氏が紹介され講演に移りました。（後に要旨を掲載）　約1時間20分の講演が終わっ
た後、昼食を挟み午後1時15分から質疑応答に入り、約40分にわたり様々な質問や要望に答えていただ
きました。（後に一部を掲載）最後に高橋勝幸東肢連副会長が閉会のことばを述べて午後2時に終了ました。

平成24年2月10日（金）   於：練馬区役所　アトリウム

平成23年度　東肢連研修大会報告
～児童福祉法等の改正と重症児の地域生活～

平成23年度　東肢連研修大会報告
～児童福祉法等の改正と重症児の地域生活～

練馬区（開催区）副会長　田　中　康　子
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はじめに

　平成22年12月に障害者自立支援法の抜本改正まで
の改正案（つなぎ法）が成立し、同時に自立支援法
の制定時に積み残されていた児童福祉法が改正され
た。現在は４月からの施行を前に事務手続きが行わ
れている。今度の制度改正では重症心身障害児の部
分が大きく変わることになるので、その辺りはどう
なっているのかを話したい。
　心配された重心の利用者の生活が困るようなこと
は、経過措置が講じられたので、なくなったとひと
安心している。しかし、まだ詳細や事務手続きが示
されていない点も多く、皆さんが不安に思うこと、
今すぐやらなければならないこと、今後どんなとこ
ろが変わるのか、等を一緒に勉強させていただく機
会としたい。

障害者施策の最近の動向

　障害者施策の法制度の根拠は憲法に求められ、と
くにその第25条「生存権」に基づいて語られること
が多かった。しかし、社会が豊かになるにつれて近
年では第13条「幸福追求権」を重視するようになっ
て来たのは社会の流れにも沿っている。障害がある
人にもない人と同等の権利として尊重されるように
なったからだ。障害者総合福祉法（仮称）でもこの
憲法の理念や居住の自由、差別されない法の下の平
等などを施策の根本に据えようとしている。
　また、障害者施策の一番の基本は障害者基本法だ。
障害者が地域で共生していくために自立と社会参加

の推進を目的とし、あらゆる生活の局面（所得、雇
用、教育、バリアフリー等）にそのための対策が盛
り込まれていなければならず、それを総合的に推進
することを定めている。その上に、障害者が暮らし
ていく上で必要な福祉サービス（介護、訓練、生活
支援等）を提供する特別な法律として、現在は自立
支援法等が作られている訳だ。

福祉サービスの体系

　長い間、障害の種別や年齢によって法律が分立し
ていたが、それに基づく福祉サービスが色々あって
分かり難いことから一元化されたのが自立支援法で、
その前は行政の措置として福祉サービスが提供され
ていた。そこに社会福祉基礎構造改革により、措置
から契約へとして出来たのが平成15年の支援費制度
だった。そして平成18年に自立支援法に変わり、そ
れまで障害児に係わる多くのサービスは児童福祉法

児童福祉法等の改正と重症児の地域生活 ～要旨～
東京都立府中療育センター事務次長　渡　辺　秀　子

講　演

会長挨拶

のフロアで分けるわけにはいかないので、現行維
持、療養介護が受けられるように、障害者自立支
援法の児・者一貫した支援法の確保が実現するこ
とを望みます。（馬場）》

　東肢連の当日参加した方には、喫茶室 < 我無舎

楽 > にお立ち寄りいただきありがとうございまし
た。開催区を担当してたくさんの方の協力をいただ
き無事に終える事が出来ました事、お礼申し上げま
す。勉強となつかしいお仲間との交流も出来て良
かったです。ありがとうございました。
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で提供されていたが、ホームヘルプやショートステ
イ、児童デイサービスは自立支援法の介護給付の体
系の中に入った。ただ、障害児施設については都道
府県が実施主体であったことから３年後から検討す
ることになりその結果22年の12月に児童福祉法が自
立支援法とともに改正された。
　その改正法（つなぎ法）に盛り込まれたポイントの
一つが「障害児支援の強化」で今年の4月1日から施
行されることになっている。内容は次の通りである。
　① 児童福祉法を基本として身近な地域での支援を

充実
　② 放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創

設
　③在園期間の延長措置の見直し
　そのために①では、障害種別等で分かれている施
設の一元化、通所サービスの実施主体が都道府県か
ら市町村へ移行される。②では、放課後等デイサービ
スにより20歳までの放課後や休日の居場所を確保し
支援を充実する。③では、18歳以上の入所者は自立支
援法で対応するよう見直し、その際、現に入所して
いる者が退所させられることのないようにする。特
に重症心身障害児には十分に配慮することになった。

改正法施行に伴う障害児施設・事業体系

　障害児施設を対象とした施設・事業は、①施設系
は児童福祉法　②事業系は自立支援法に基づき実施
されてきたが、改正法施行に伴い児童福祉法に根拠
規定が一本化された。
　その結果、18歳を境にそれ以上は児童福祉法から
自立支援法の提供するサービスに変わることになっ
た。
　重心施設の利用者については、これまで18歳を迎
えても大人の方には該当するサービスがないとこと
から児童福祉法には、［地域で自立して生活できるま
で引き続き居てもよい］また、［ 18歳を過ぎてからで
も児童施設である重心施設に新たに契約することが
できる］という規定があったが、それらは削除された。
しかし、18歳になって困らないよう配慮することに
なったのは前述した通り。ただ、18歳を過ぎてから
施設を利用したい場合には、大体は自立支援法に基
づく療養介護のサービスを使うことになる。

　そして、障害児支援の強化を図るため、現行の障
害種別ごとに分かれた施設体系について、通所・入
所の利用形態の別により一元化が図られた。
　児童福祉法により都道府県が実施主体となってい
た種別ごとの施設への通所事業は、重心の通園事業
を含め市町村に移され、新たに障害児通所支援に一
元化され、
　＜児童発達支援＞
　＜医療型発達支援＞
　＜放課後等デイサービス＞
　＜保育所等訪問支援＞
　の四つの体系に変わった。入所サービスも新たに
＜福祉型＞と＜医療型＞の入所施設へと大きく分か
れた。ただし、入所サービスの方は従来の都道府県
が実施することに変わりはない。

支給決定プロセスの見直し

　改正法のポイントの一つにある「相談支援の充実」
により、障害児についても児童福祉法に基づき通所
サービスに係る相談支援事業の充実を図るため、現
行の相談支援の支給決定のプロセスの中に新たに

「サービス等の利用計画案を作成する（支給決定時
からケアマネジメントを実施）」が加わった。ただし、
利用計画の作成の対象者を拡大するに当たり相談支
援提供体制の整備が必要となるため、経過措置（平
成24年度から段階的に26年度実施を目標）が取られ
ている。尚、計画作成には介護保険事業者などを市
町村が指定して拡大を図るようだが、自分で作成す
ることも出来る。

講師説明
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児童発達支援センターと事業

　市町村に実施主体が移った障害児通所支援の中の
＜児童発達支援＞は、
　① 児童福祉施設と定義される「児童発達支援セン

ター」
　②それ以外の「児童発達支援事業」
の２種類になる。①の「センター」は、施設の有す
る専門機能を活かし、地域の障害児やその家族への
相談や障害児を預かる施設への援助・助言を合わせ
て行うなど、地域の中核的な療育相談施設として、
一方、②の「事業」は、専ら利用障害児やその家族
に対する支援を行う身近な療育の場に機能させる。
ただし、センターは３障害に総合的に対応すること
が望ましいが、専門機能に特化したものでも可とす
る。（例　知的障害、難聴、肢体不自由、重症心身
障害、発達障害等）　
　また、センターを市町村の圏域よりもっと広域的
な位置に設けることで、それぞれの施設に支援のノ
ウハウを提供したり、入所の施設や保健所などと連
携して基幹的な役割を果たす基幹相談支援センター
としてイメージされているようだ。
　ただ、この児童発達支援センターや事業については、
枠組みは出来たがそれを地域の中でどう使っていく
かは、市区町村や東京都の障害福祉計画などで地域の
資源をどう使うかに任せられているようだ。いずれに
してもまだイメージとしてしか描かれていないもの
をどうアレンジしていくかはこれからの話だと思う。

障害児通所支援の経過措置

　今後、色々新しいサービスが導入されるに当たっ
ては、現在通所している子供やサービス提供事業者
は「どうなるのか ?」との心配もあるが、経過措置
が取られるので「今すぐどうなる」ということには
ならない。前述した支給決定のプロセスに利用計画
作成が導入されても、体制が整備されてからの話な
ので、これも「今すぐ」ということではない。
　施設類型は統合され総合的な提供が目指されてい
るが、専門機能に特化したサービスも可能とされて
おり、例えば肢体不自由児施設で全部に対応しなけ
ればならないということはなく肢体に特化すること

も出来るとされている。特に今まで医療を提供して
いた施設に他の子供たちを受け入れることで、医療
を必要とする子供たちが通えなくなるということに
はならない。
　施設体系の移行には「みなし」期間があるので、
４月からいきなりという必要はなく９月までに移行
すればよい。ただ、重心の通所事業は法律の要綱が
ないので新たな法律に基づいて給付を受けることに
なるので、これについては４月までに届け出をする。
利用者も４月までに支給決定を受ける必要がある。
乳幼児の利用施設については、事業所がどのような
施設類型になるのか市町村の窓口に問い合わせ確認
してほしい。
　児童発達支援センターの地域支援事業の実施や障
害福祉サービスとの一体的提供にもそれぞれ経過措
置が設けられ、今までの事業はそのまま継続し利用
者も続けて使えるので心配はないだろう。

都独自の重症心身障害児通所事業

　現行の重症児通所事業は、18歳以上は自立支援法
の生活介護に移行すると思われるが、民間の事業者
には、生活介護では大きな車椅子対応の送迎バスや
医療系職員の配置などの体制整備をするのに現在の
給付では出来ないのではないかと不安がある。そこ
で都では独自の補助事業を設けることにしている。
　今後、障害児通所支援は、児童発達支援センター
や医療型児童発達センターと生活介護の事業所の3
類型に移行するが、この中で重症児の要綱に基づき
行っていた事業所については現行のサービス水準を

会場風景
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維持するために運営費の補助や、超重症児を多く受
け入れている事業所が看護師の配置に運営費を加算
する仕組みを作れるよう都で予算措置を講じる。

障害児入所支援の概要と18歳以上への
対応（案）

　最近は施設から地域という流れがあるが、子供に
ついては入所支援により重度・重複障害や被虐待児
への対応を図るほか、施設を活用して自立（地域生
活移行）のための支援の充実を目指していく。
　対象は身体、知的、精神に障害がある児童で発達
障害も含まれる。手帳の有無は問わず療育の必要性
が認められた児童も対象になる。
　提供されるサービスは＜福祉型＞と＜医療型＞の
入所施設に分かれるが実施主体は引き続き都道府県
のまま。肢体不自由児施設や重心施設は＜医療型＞
にそのまま移行することになる。
　重症児は特例がなくなるが、18歳を過ぎても引き
続き入所支援を受けなければ福祉を損なうと認めら
れたときは、経過措置で満20歳に達するまで利用す
ることが出来る。ただし、それ以降は自立支援法に
移るので進路を考えておくことが求められる。
　18歳以上の入所者を施行（４月）後、
　①直ちに地域生活に移行させることが困難
　② 事業者が障害福祉サービスの体制・内容を満た

すことが困難
　③児・者を明確に区分することが出来ない
場合などに備えてそれぞれに対応させて、①は障害
児施設として維持、②は障害者施設に転換、③は障
害者施設と障害児施設の併設、の3類型を目標に経
過措置を設け、法律の付則によるみなし期間中に施
設の在り方と支援方法を決定する。

重症心身障害児施設の対応（案）

　18歳以上の重症施設入所者についても障害福祉
サービスにより対応することとなるが、
　① 適切な支援を提供できる「障害者サービス」が

限られている（現行では療養介護）
　② 成長した後でも本人をよく知る職員が継続して

関わるなど、児・者一貫した支援が望ましい

の２点から移行に当たっては特例的な取り扱いによ
り、医療型障害児入所移設と療養介護を一体的に実
施できるようにする、という措置を講ずる。
　つまり従来の重症児施設が入所施設であると同時
に病院施設でもあるという認可を受けているように、
移行に当たり＜医療型＞と＜療養介護 > の両方の
指定を同時に受けることで児・者一貫の支援を確保
する。現実には重症児が受けられる障害福祉サービ
スは、療養介護を含め無いに等しい状態なので各重
心施設が療養介護の指定を受ければ、児・者一貫の
流れに沿った継続した施設の運営が出来ることにな
り、心配していた利用者が施設を出るようなことは
なくなった。

改正法の施行に向けて及び今後の課題と
動向

　改正に当たり施設の人員基準、報酬面等では経過
措置が設けられたので、今利用しているサービスは
ほとんどそのまま受けられることが可能になった。
ただ、手続きはしておく必要があるので気をつけて
ほしい。該当者や該当事業者は、受給関係や指定関
係について施設や市区町村に問い合わせて確認して
ほしい。
　最後に今後の課題として、ライフステージに沿っ
た地域生活の支援が重要になると思っている。
　最近の傾向として、
　①障害の重症化　
　②障害者の高齢化　
　③保護者の高齢化 
が挙げられている。①では、特に入院して医療的ケ
アを受けている方の病院からの地域移行をどうする
か。②では、摂食機能や身体機能の低下の問題に対
して医療的ケアをどう確保するか。同時に③は高齢
化が進んでいる家族への地域での支援をどうするか。
　これらの課題を考えるためには、相談支援や成年
後見制度の充実が必要だ。地域では新たに基幹相談
支援センターの設置や現在の自立支援協議会の格上
げで支援の強化を図る。また、成年後見制度事業の
必置が決まっている。とくに後見制度の活用は早く
から頭に入れておくことが望ましい。また、年金な
ど20歳からは本人名義で受給しているお金は、本人
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Ｑ：「医療計画」について詳しい説明をしてほしい。
Ａ：医療法により、地域ごと（都道府県）に医療体制

を計画で決めたもの。今までの小児医療や地域
医療などに加え、現在、国が策定している指針の
中で新たに精神科医療や在宅医療を計画に位置
付けることを検討しているようだ。そして、新た
な医療体系が市町村レペルの役割として計画に
書かれることになれば、在宅で医療ケアが必要な
方の地域資源が増えることが期待出来る。また、
在宅で心配されている緊急入院が必要な際など
に、主治医と入院可能な医療機関との連携という
ことが医療計画で話し合われれば、障害者の在
宅生活が安心出来るものになるのでは、と思う。

Ｑ：府中療育センターでは緊急時の短期入所に何床
取ってあるのか。

Ａ：事前の予約でほぼ埋まっているが１床は空けて
いる。それも直前に利用がない場合にキャンセ
ル待ちの方を受け入れているのでいつもほぼ満
床だ。申し込んだ方はなるべく利用できるよう
日数を調整しており、必ず空いているとは限ら
ない。空けておくのが難しい状況がある。

Ｑ：この法改正により、支給決定のプロセスが見直
されるということで支給決定のバラつきが解消
されたり、相談の重視が支援の充実やサービス
提供に結びつくことになるか。

Ａ：バラつきがなくなるというより、区分認定の後
にその人にふさわしいサービス計画を立てるた
めの事業者が入り、今後ケアマネジメントして
いくことを増やすという趣旨で制度が設けられ、
それをどう活かしていくかはその後のモニタリ
ングで正しく出来ているかどうか確かめていこ
うということだ。相談支援についても、います
ぐ出来るということではなく相談支援者と自立
支援協議会等で出来ているネットワークを今後
育てていかなければならない、そうありたいと
いうことだ。

Ｑ：今後、18歳以上の重心への入所の待機申し込
みは地域自治体の窓口へ行けばよいのか。

Ａ：申し込み窓口は市町村になる。しかし、その後

がサービスを選択して使い道を決められるようはっ
きり分けておくことも必要だ。
　そして、在宅サービスの充実によりなるべく地域
生活を送り続けるための支援の仕組みが求められて
いるが、まだ量的には不十分だ。そこを補うために
高齢者福祉や医療との連携を図り、訪問看護や訪問
診療のサービスを活用できるネットワークを作って

いくことも大事だ。
　特に医療面では、国は医療法に基づく医療計画の
中に市町村で在宅医療を新たに位置づける検討をは
じめており、そうなれば医療的ケアを在宅で受けなが
らの地域宅生活ももっと可能になるだろう。そのた
めに地域の障害者計画の策定には皆さんがどんどん
参画し意見を述べ一緒に考えていってほしいと思う。

質疑応答

質 疑 応 答 ～一部～
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　昨年９月に行われた全肢連結成50周年記念大会の
テーマは『この子たちが地域社会で普通に暮らすに
は～障害者権利条約によって、その暮らしはどのよ

うに変わるか～』でした。記念講演やシンポジウム
で「変わる」のではなく「変える」のだ、権利条約
はそのためのツールなのだと学びました。今回の研

研 修 会 に 参 加 し て研 修 会 に 参 加 し て研 修 会 に 参 加 し て

副会長　島　津　章　子

杉
並
区

東肢連研修会に参加して

の決定が早い者勝ちになったり、情報が行き届
かないことがないように、今までは入所調整を
児童相談所を通じて行っていたが、今後どう調
整するかはまだ決まっていない。何らかの形で
都のレベルでの関与はあると思うが未定。

Ｑ：現在、35歳で重心の入所待機として登録をし
ているが今後どうすればよいか。

Ａ：これもまだどうするか決まっていない。やはり
情報が行かないことがないよう施設からも情報
を行き渡らせて、申し込みの機会を逃さないよ
うしなければならない。入所調整や決定のお知
らせの仕方とか、ある程度の順番とかの調整が
図られるようにとの指摘があったことを施設を
所管する都の担当部局に伝えておく。

Ｑ：今後、重心の入所には療養介護の受給が必要に
なるが、対象者はどの程度の障害区分になるか。

Ａ：程度区分は５以上で常時医療的ケアが必要な方
になる。

Ｑ：在宅で呼吸器を付けている38歳の筋ジスで寝
たきりの方が、重心施設から入所の対象になら
ないと受け入れてもらえない。今後、受け入れ
てもらえることがあるのか。

Ａ：難病で呼吸器の方とか成人を過ぎて交通事故で
意識障害になった方を重心施設が受け入れるこ

とは難しい。今後、難病が障害の対象になり療
養介護を受けられるようになるだろうが、まだ
療養介護に参入してくる病院などの資源が不十
分な現状では、制度が変わったからすぐに、と
いうことにはならない。

Ｑ：今後、重心施設が療養介護になると入所者が常
時医療的ケアが必要で超重度の方が多く残ると
いう方向に変わるのか、今までのように生活介
護的なところを残し、医ケアはなくてもかなり
重度な方も残れる方向になるのか。

Ａ：府中療育センターでは「生活病棟」と「医療病
棟」のタイプがあり、募集の際も偏らずに選ん
でいる。しかし選考基準によって同じ重心でも
障害程度の軽重やタイプの判断が施設により相
対的だ。重心施設は医ケアのある療養介護にな
るので、今後、どのような施設がよいかを見て
回るなどしたり、その方の障害認定の際にケア
プランで利用計画を作ってもらったり、市町村
で相談してほしい。たとえば、生活介護プラス
入所支援施設でもちょっとした医ケアなら対応
してくれるところもあるし、重心にも色々なタ
イプがあるので、誰が良い誰がダメと入口では
ねてしまうのではなく支援の組合わせや工夫を
個別にみてもらい、検討していくしかないのが
現状。

記録・構成　　広報部
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会員　清　水　康　子

北
　
区

研修会に参加して

　研修会に参加させていただき、渡辺秀子先生のお
話はとてもわかりやすく拝聴出来ました。私達、父
母の会会員は今では皆高齢になりました。昔にはな
かった福祉サービスが出来、障害者の環境等が恵ま
れてきているのも、先輩方や私達が若いとき頑張っ
てきたからこそであるとつくづく感じます。
　府中療育センターの障害児者の入所者数・希望者
数の多さに驚きました。私達の子供達も卒業後は地
域の施設に通っておりますので、成人後のお話もお
聞きしたかったと思います。
　現在、親の集いの時に出る声は、やはり親亡き後、
地域の中で一人で暮らしていけるのだろうか？と言
うことです。寒い季節・暑い季節の中、一人で水を
飲むことも出来ない子等の事を思うと胸が締めつけ
られる思いです。親もまた病気を持ちながら子供の
世話に心血を注いでいます。

　入所施設から地域生活への移行という事で国はも
う施設を作らない方針という事ですが、現在、大勢
の方々が施設入所を待っている事も現実です。高齢
の片親、両親の死亡の場合、入所優先順位が上がる、
兄弟のいる人はなかなか難しいとの事ですが、兄弟
の方達にも、それなりの生活があり犠牲を強いる事
はできません。必死で生きている重心の方達が親亡
き後に地域の中でどのように生活していけるのか、
まだまだ見えてきません。重心の方達がたった一度
の人生を地域の中で安心して楽しく生活できますよ
う福祉サービスの向上、居宅介護支援体制の充実を
しっかりと行って欲しいと思います。これからもい
ろいろな情報等をお知らせいただけましたら嬉しく
思います。
　渡辺秀子先生、東肢連担当者の方々ありがとうご
ざいました。感謝いたします。

修会は、権利条約批准に向けて様々な関連の法律が
改正されていることをおさらいするところから始め
られたので、縦、横の関連がよくわかるタイムリー
な企画でした。また、東肢連で重症心身障害児者に
関することにテーマを絞った研修は初めてではない
でしょうか。
　杉並区の会員の中にもたくさんの重症心身障害児
者がいます。児童福祉法が改正され今年の４月から
施行されるという状況で、行政の準備は整っている
のかとても不安に感じていました。
　講師の渡辺秀子氏はわかりやすい説明のあと、た
くさんの質問に的確なお答えをしてくださいました。
やはり緊急入所については何も解決できていないこ
ともわかり、地域社会で親子が普通に暮らすには、

「法律が変わっただけではダメなんだ」と思いました。
　一方、杉並区では通所サービスにおいて医療的ケ
アの必要な人たちを、区内の施設でしっかり受け入
れていますので、この法律の改正ですぐに何かの手

続きが必要ではないこともわかりました。
　しかし、18歳以上の場合、重症心身障害児者施設
への入所希望の窓口が変わり、どこでどう調整する
のか見えてきません。施設、児童相談所、区市町村
などで構成される連絡会議などを作り調整する必要
があると思います。
　今回のテーマは児童福祉法に限られていましたが、
折しも「障害者総合福祉法」について厚生労働省の
考えが示されはじめ、関係者の間では昨夏の骨格提
言が活かされないのでは、との懸念が出ています。
　研修会のはじめの挨拶で崎村会長が「これからは
区市町村が実施することが増え、責任が重くなる」
と話されましたが、地域間格差がさらに広がること
でしょう。地域の会員としては、このような時代に
こそ東肢連のネットワークで情報交換するなど、す
べての地域の福祉サービスがレベルアップすればよ
いと思いました。
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＜第1日目＞
基調講演：「総合福祉部会の報告」
講師：全肢連理事・総合福祉部会構成員
　　　石橋　吉章　氏

　全肢連理事でもあり神奈川県肢連の会長でもある
石橋氏が、障がい者制度改革推進会議の総合福祉部

会の構成委員として参画されてきたことから、とて
もタイムリーな話を聞かせていただきました。
　これまでの背景から示され、いくつかの論点の説
明の後、「骨格提言」の６つのポイント、そして10
項目の論点の内容紹介がありました。
　途中、大きく頷いたことは、「施設から地域へ」
と謳われているが、全肢連としては親のレスパイト

全肢連　関東甲信越ブロック地域指導者養成研修会
「障害者制度改革の進捗と動向～障害者福祉の今～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小平市会長　鈴　木　　操平成23年11月 6日（日） ～ 7（月） 於、石和温泉郷「糸柳」

　初めての研修会参加と、約20年ぶりに足を降ろす
練馬駅周辺に、内心ドキドキとわくわくで西武線を
乗り継ぎ、会場をめざしました。
　私の娘は、現在小学５年生で小平特別支援学校に
在籍しています。身長もずいぶんと伸び、体重も細
身ではありますが、介助の度に抱きかかえるのが
やっとの思い。ちょちょいと抱っこして共に移動し
ていた幼少の頃がなつかしくさえあります。日々の
成長を喜ぶと同時に、不安も感じる何とも言えぬ複
雑な気持ちになる今日この頃です。
　そんな折、ふだん勉強不足の自分を省み、今回の
研修に参加させてもらいました。配られた研修会の
資料を開き、渡辺講師のお話を拝聴していても、書
かれた文字を追いかけるのに精いっぱいで単語は頭
の中を素通りしていく、そんな有り様でした。
　それでもなんとかメモを取り、昼食をはさんで行
われた質疑応答の頃には、なんとなく話についてい
けるようなっていました。
　この原稿を書くために、再度、頂いた資料や書き
留めて置いたメモを読み返すことで、再認識したの
が、肢体不自由児・者だけをとってみても、個々の

抱える問題は様々で、障がいの度合いや年齢によっ
ても、とにかく多様にわたるという事でした。改正
案で記されている地域や年齢に応じた支援体制のイ
メージ案からも十分に伝わってきます。
　また同時に、国の地方重視・区市町村主権を目指
す思いには、生意気ながらも違和感を感じました。
国の法律であるのに、地域事情によってサービス（療
育内容）に地域格差は出ないのだろうか？また、そ
うした際、国や都道府県が調整に前向きな措置をと
る仕組みは考えられているのだろうか？そんな素朴
な疑問が浮かんできました。
　今回の研修会に参加してあらためて、障がいのあ
る子を育てるという事に、それなりの苦労や生活の
しづらさは感じていながらも、いかに先人の方々の
労に賜る備わった制度や支援に守られた生活をして
おり、またそれを当り前のものと錯覚しているのだ
なと、反省させられました。
　そして、親としてわが子の成長を見守る中で、そ
れぞれが安心で安全な生活を確保できるために、こ
ういう機会にできる範囲で参加し、学んでいきたい
なと思いました。

東
村
山
市

初めての研修会参加によせて
会員　三　代　敬　子
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として、また緊急的対応としての意味の「施設」も
必要であり、医療と介護を安心して受けられる体制
を望む親の気持ちを出していただけたことでした。
親の判断で特定の生活様式をおしつけるのではなく、
地域社会のひとつの資源としての価値は評価してい
きたいと思いました。

意見発表
　①地域生活をするのに何が整っていないか。
　② 24時間ケアについて～医療ケアを必要としてい

る場合、その内容は～
　③施設の在り方について。
　④インクルーシブ教育について。

各県肢連からの発表・・・東京からは、①と②につ
いて意見を出しました。
　ほとんどが地域生活についての内容でした。国の
動向以前に現実はまだまだ家族それも母親の介護負
担が大きく、福祉サービスも多岐にわたるほど格差
がひどくなるとの報告でした。法律が変わっても利
用者主体の地域生活には、道のりは遠いと感じました。

＜第2日目＞
講演Ⅰ :「障害者の社会参加活動の支援について」
講　師：（社福） わたぼうしの会
　　　　たんぽぽの家施設長　成田　修　氏

　奈良市にあるたんぽぽの家アートセンター
NANA の紹介。
　「一人ひとりのちがいをみとめ、ちがいを大切に
して、人間として豊かに生きる」ことを活動テーマ
とし、アートをとおして互いの感性を交感すること
ができる、地域に開かれた場所づくりをしている。
広 大 な 土 地 に 大 き な 建 物。 そ こ で ４ つ の 機 能

（Art,Work,Communication,Care）をそれぞれの障
害程度に応じて提供している。

講演Ⅱ： 「障害者の社会参加活動の支援について」
講　師 :（社福）清長会
　　　　地域療育支援センター千代田相談員
　　　　出口　幸英　氏

　山梨県の紹介から入り、障害者の社会参加として
相談支援と地域自立支援協議会で行った移動支援の
取り組みを話される。
　南アルプス市の取り組みを例とし、利用者の細か
な要望を調査・分類し、個別支援会議を経て地域自
立支援協議会で協議し、市や関係機関に提案してい
く。今後法定化される自立支援協議会を上手に活用
すること、また、参加することを勧められる。

鈴木会長（左）と武蔵野市の伊藤雪子会長
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　平成23年11月20日（日）、東武ホテルレバント東京
錦の間において「墨田区肢体不自由児者父母の会創
立50周年記念式典・祝賀会」を開催しました。お忙
しい中、たくさんのご来賓の皆様にご出席いただき、
たくさんの心温まる励ましのお言葉を頂きました。
ありがとうございました。
　平成22年10月、第1回実行委員会を立ち上げ、23
年11月の開催に向けて予定表を作成、準備に取り掛
かりました。以降16回の実行委員会を行ってきまし
た。来賓名簿の作成、出席者名簿の作成、平行して
記念誌への寄稿依頼、記念誌のレイアウト、原稿校
正などなれないことのほうが多く、なかなかスムー
ズに運ぶことができませんでしたが、どうにか期限
内には収めることができました。記念品の七宝焼も

お母さんたちの手作りです。
　式典のオープニングには、すみだトリフォニーホ
−ルを拠点として活動している新日本フィルハーモ
ニー交響楽団のトロンボーントリオの演奏。祝賀会
では、ボランティアとして父母の会ともかかわりの
あった島村兄妹の津軽三味線の演奏で花を添えてい
ただきました。
　短い時間ではありましたが、皆様のご協力をいた
だき時間内に収めることができました。これからも
感謝の念を忘れず、皆様と共に手を取り合って歩ん
でいきたいと思っております。
　50周年の節目に、東肢連の皆様にも、お忙しい中
ご出席いただきましてありがとうございました。厚
く御礼申し上げます。

～住みなれた地域で　共に手を取り合って～
墨田区肢体不自由児者父母の会　創立50周年記念式典・祝賀会を終えて

墨田区会長　小　宮　隆　仁



17

日　時：２月25日（土）13：15 ～ 17：00
場　所：新宿 NS ビル30F NS スカイカンファレンス ホール B
主　催：JDF 地域フォーラムｉｎ東京実行委員会
共　催：日本障害フォーラム（JDF）

＜講師・発言者＞
　■東　俊裕氏（障がい者制度改革推進会議担当室室長　　　　　　　【障害者制度改革の経緯と動向】
　■芦田真吾氏（東京都福祉保健局障害者施策推進部長）　　　　　　　【東京都の障害者施策について】
　■森　祐司氏（JDF 政策委員長）　　　 　　　　　【｢JDF 地域フォーラム in 東京｣ に期待すること】
　■指定発言　　（世話人４団体）　　　　　　　　　　　　　　　　　【制度改革、総合福祉法に関して】

＜アピール＞

　昨年８月末、総合福祉部会が提出した「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」は、
個人、団体、組織、あらゆる立場、主義主張の違いを乗り越えた総勢55名の委員の総意としてまとめら
れたものでした。この骨格提言は、国連の障害者権利条約及び国と自立支援法訴訟団との基本合意に基
づく「あるべき姿」でした。またそれは、これまで障害種別によって分断したり、されたりしがちだっ
た我々をひとつにする「希望の光」であり、誰も排除しない、されない、インクルーシブな社会への「道
しるべ」でした。
　しかし、この骨格提言を受けて作成され、２月８日の総合福祉部会に提示された厚生労働省案は、我々
に希望の光ではなく、「失意の闇」と「怒りのパワー」を与えるものでした、私たちの願いと大きくか
け離れた厚生労働省案を、このまま政府案として成立を目指すことは、権利条約の批准の妨げになり、
基本合意を反故することになりかねず、とうてい納得できるものではありません。

私たちは訴えます。
　・不平等、不公平、人権軽視を見過ごさぬことを。
　・ 社会の端っこに追いやられた、声なき声、届かぬ声、秘めた想いに寄り添い、手を差し伸べること

を。
　・大震災と原発事故で人生が一変した仲間たちに想いを馳せることを。

私たちは誓います。
　・再び分断し、自分勝手、独りよがりの要求に終始しないことを。
　・常に「誰の何のためか」に立ち戻り、「あるべき姿」という「大局観」を見誤らず歩み続けることを。

JDF地域フォーラム in 東京　開催

障害者制度改革の動向と障害者総合福祉法
～障害者権利条約の批准に向けて～

東肢連世話人　高　橋　勝　幸
（東肢連副会長）

JDF地域フォーラム in 東京実行委員会

「骨格提言」に基づく新法制定は私達の悲願！
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　施行されて以来「障害を個人の問題」と迫った障害者自立支援法。これによって傷つけられた私たち
の尊厳の回復が果たせるものは、この骨格提言に添った新法の制定であり、それは、ようやく見えてき
た社会モデル転換へのスタートラインなのです。
　このスタートラインを後退させることなく実現するために、私たち障害者は次のことを政府、厚生労
働省に強く求めます。
１．骨格提言を最大限に尊重した新法の制定を！
２．できない、やらない理由を100個あげつらうのではなく、どうすれば実現できるのか、その方法を

１つでも考え、私たちと共に歩む努力を怠らず実行することを！

Nothing about us, Without us!

＜ JDF 地域フォーラムｉｎ東京実行委員会　世話人団体＞
　JDF 地域フォーラム in 東京実行委員会は2011年10月17日に発足会が開催され設立された。2012年２月25
日の実行委員会は以下の通り。

東京都身体障害者団体連合会（都身連）／東京都知的障害者育成会／東京都盲人福祉協会（都盲協）／東京
都聴覚障害者連盟（都聴連）／東京都中途失聴難聴者協会（中難協）（協力：聴覚障害者制度改革推進東京
本部）／権利主張センター中野／東京都精神障害者家族会連合会（つくし会）／障害者と家族の生活と権利
を守る都民連絡会（障都連）／きょうされん東京支部／ DPI 東京行動委員会／東京都自立生活センター協
議会（TIL）／東京頸髄損傷者連絡会（東京頸損連）／障害をもつ子どものグループ連絡会／東京都肢体不
自由児者父母の会連合会（東肢連）／全国脊椎損傷者連合会東京都支部／東京肢体障害者団体連絡協議会（東
京肢障協）／東京都社会福祉協議会（東社協）

＜本会の目的＞
　障害者権利条約の理念に則り、既に成立した改正障害者基本法、障害者虐待防止法、また現在進行中の障
害者総合福祉法、障害者差別禁止法の動きを注視しつつ、障害者の権利と尊厳を守るため、条例の作成や障
害者権利擁護センター並びに障害者虐待防止センターの設置の在り方について意見交換をし、フォーラムを
開く等の活動をすることを目的とする。

＜ JDF 地域フォーラムについて＞
　国連の障害者権利条約への批准推進と条約に基づく制度改革の推進及び条約作りなど、地域での取り組み
をテーマに、「日本障害フォーラム（JDF）」の地域組織らによる「実行委員会」が主体となり、フォーラム
を JDF と共催。2008年2月「地域フォーラム東海」開催を皮切りに、北海道、岡山、大阪、宮城、仙台、京都、
熊本、富山、沖縄、栃木、青森の11地域に続き東京でも設立、開催された。
　東肢連が設立に参加したのは、＜本会の目的＞に賛同し、その趣旨を一般社会に広く認識を求め理解を得
る事が必要と考えたからである。
　この度、東京においても冒頭の通り第１回目の「JDF 地域フォーラム in 東京」が開催され、アピール文
が表明された。東肢連の各地区からも多数の会員が積極的に参加した。
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　去る1月10日（火）、都庁第一庁舎で標記のヒヤリン
グが行われた。東京都からは福祉保健局障害者施策
推進部計画課長の山口信久氏と同計画調整担当係長
の金野友紀氏。東肢連からは常務理事の杉原千鶴子
杉並区会長、大村美和子中野区会長、鈴木操小平市
会長、河井文府中市会長の各理事と上野賢事務次長
が出席した。尚、足立区・武蔵野市は文書にて報告。
　冒頭山口課長より、「東日本大震災を受けて、災
害時の障害者支援について見直す動きがあり、東京
都でも今夏地域防災計画を改定する予定である。そ
のためヒヤリングを行い、内容を反映させたい」と
の説明があった。

ヒヤリングのポイント

　・地区の防災対策をたてるにあたって、障害者の
意見を取り入れているか。

　・名簿を作成しているか。作成している場合、管
理はどうしているか。

　・福祉避難所の設置の状況について（障害者施設
を福祉避難所にしているかも含めて）。

　・その他

杉並区　・平成17年より障害者団体連合会の各々
の団体代表と区（福祉課）商店街、教
育関係、学識者等との話し合いをして
いる。

　　　　・名簿は「たすけあいネットワーク（地
域の手）」登録システムを通して（手
あげ方式）作成。

　　　　・その他、24年5月までに要援護者の団
体代表を含め、地域関係者、区（防災
課含む）、学識関係者を集め話し合い
の場を作り、災害支援の新しいマニュ
アルを作る。

中野区　・平成20年ごろから福祉団体の有志で防
災委員会を立ち上げ、活動をしてきた。

その結果、22年、中野区総合防災訓練
に障害者団体も正式に加わるように
なった。また、障害者理解を求めて様々
なことをしてきた。現在は防災訓練の
実行委員会から参加している。

　　　　・防災訓練の際には災害医療訓練も行い、
障害者もトリアージの対象。

　　　　・名簿は昨年７月手あげ方式で作成。今
年度より、各町内会の協力も得られる
ようになった。

　　　　・福祉施設が福祉避難所に指定されている。
小平市　・４年前より「こだいらあんしんネット」

（防災を考える当事者等の会）を組織し、
パンフレットを作成し障害特性の理解
を求め、助けあう関係づくりをしてきた。

　　　　・知的、身体と高齢者など特性別に福祉
避難所を会場として避難訓練を実施し
行政の協力も得ている。一方で、災害
時には火災を除くと避難所に行かず、
家庭にとどまる人が多いと予想され、
避難所を多くつくるより、地域の顔の
見える関係づくりが大切ではないかと
の声も上がっている。

　　　　・福祉避難所については、指示系統や避
難所運営の主体が誰なのか、医療の関
わりなど不明な点が多い。また、備蓄
品などの備えもない。

　　　　・手上げ方式の災害時要援護者名簿につ
いては、民生委員、消防、警察には渡っ
ているが、自治会におろすのは難しい。

　　　　・各障害団体の消防への自主的な名簿提
出も行っている。

府中市　・府中市防災ハンドブックの内容を改定
して23年11月に全戸配布。

　　　　・名簿については、災害時要援護者対策
事業で、手上げ方式で作成しているが、
対象は高齢者・障害者の単身及び障害

各地区における防災対策の取り組みについてのヒヤリング（報告）

府中市会長　河　井　　文
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者のみ世帯とそれに準ずる世帯。名簿
の管理は自治会会長。

　　　　・昨年より府中市内要援護者救済のため
の懇談会を実施し（障害者福祉課・防
災課・府中消防署・府中警察署・障が
い福祉を拓く会）、災害時に想定される
課題などについて意見交換をしている。

　　　　・府中市社会福祉協議会まちづくり推進
委員会による地域のコミュニティーづ
くり。

　　　　・現在は各文化センター・ルミエール府

中（市民会館）・生涯学習センターが
福祉避難所に指定されている。

　＊ 救急医療情報キットは、名称の多少の違いはあ
るが、各地区で配布している。

　まとめとして次の２点があげられた。
　①　 縦割りの弊害をなくし横のつながりをたかめ

ていくことが大事。災害対策は各地区の防災
課と連携していくことが重要。

　②　 連携を強めるために、地域自立支援協議会を
活用するのも有効。

平成24年度の全国大会、関ブロ大会の日程を掲載いたします。
・第46回全国肢体不自由児・者父母の会連合会全国大会（宮城大会）
　日　時　平成24年９月８日（土）・９日（日）
　会　場　仙台情報産業プラザ　多目的ホール
　テーマ　21世紀の障害者福祉は・・・
　第１日（９月８日）
　　第一部　記念講演＆パネルディスカッション
　　　記念講演：バリアフリー落語
　　　　「大笑いゼーションでノーマライゼーション」　　桂　福点氏（落語家）
　　　　パネルディスカッション：「これからどうなる？障害者福祉」
　　　　コーディネーター：三浦　剛氏（東北福祉大教授）
　　　　パネラー：①厚生労働省担当者　②文部科学省担当者
　　　　　　　　　③石橋　吉章氏（総合福祉部会構成員・全肢連理事）
　　　　　　　　　④佐藤　秀美氏（障害者支援施設「不忘園」施設長）
　　第二部　情報交換会
　第２日（９月９日）
　　第三部　市民フォーラム
　　　パネルディスカッション：
　　　　「災害を乗り越えて幸せに暮らすには～己の持つ絆を再確認しよう～」
　　　　コーディネーター：北島　宏一氏（財団法人宮城県肢体不自由児協会副会長）
　　　　パネラー：①株木　孝尚氏（ＪＤＦみやぎ支援センター責任者）
　　　　　　　　　②宮城　③秋田　④青森　⑤岩手　⑥福島各県より１名ずつ
・第49回関東甲信越肢体不自由児者父母の会連合会埼玉大会
　日　時　平成24年６月17日（日）
　会　場　大宮ソニックシティー　大ホール
　全国大会の会場は仙台駅の間近です。会場周辺は多くの人や店舗が集まり活気を帯びてきていますが、線
路を挟んで反対側は未だ、がれきの山と更地が広がる景色だそうです。多くの方に参加いただき、被災地の
現状と被災障害児者の実情を聞いていただければと思います。

事 務 局 通 信


