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平成25年度東京都への要望の回答と都議会各会派のヒアリング
福祉部長

河井

文

教育庁

東肢連各地区の要望事項をまとめ、7月に東京都
知事並びに都議会各会派に提出いたしました。8月

・都立学校教育部特別支援教育課特別支援学校係長

2日に、高橋副会長、島田常務理事、河井常務理事、

折原

健太

上野事務次長が出席し、福祉保健局・都市整備局・

・人事部人事計画課定数係長

徳田

哲吉

教育庁に要望内容の説明を行うとともに、各局の回

・総務部総務課安全管理担当係長

寺島

淳

答をいただきました。

・総務部教育情報課広聴担当係長

阿部

望

また、9月4日に公明党、9月11日に共産党・自由
民主党・民主党の順にヒアリングを受け、要望内容

総論

の説明をいたしました。都議会各会派ごとのヒアリ

国の政策として地域移行が進んでいく中、財政豊

ングには、それぞれ各地区から20名前後の出席が

かな地域と財政が逼迫している地域、福祉に力を入

ありました。

れている地域とそうでない地域の格差が拡がって行
出席者（敬称略）

く恐れがあります。東京都としてはそのようなこと

福祉保健局

がないように、都としての制度を定めるなどの格差

・障害者施策推進部居住支援課療育事業担当課長

是正の施策を行ってください

田中

勝

・障害者施策推進部居住支援課居住支援係長
村木

東京都立療育センター（府中、北、東部）に関して

里美

・府中療育センター改築に当たって、入所・通所・

・障害者施策推進部居住支援課療育係長
菱田

短期入所・外来診療（歯科・ＰＴ等を含む）を、

彰

必要な規模を確保してください

・障害者施策推進部自立生活支援課地域生活支援係
有原

正俊

回答：平成23年６月に全面改築にむけた基本計画を

六串

知己

策定。病棟などの充分なスペースを確保すると共に

長
・障害者施策推進部計画課支援係長

通所事業での超重症児者を積極的に受け入れるなど

・障害者施策推進部計画課調整担当係長
小川

在宅療養支援のより一層の充実に努める。

マキ

都市整備局

・各療育センターの短期入所を拡充して下さい

・都営住宅経営部住宅整備課企画調整係長

・緊急時の受け入れが常時可能なようにベッドを確

・総務部総務課広報広聴係長

ハ野田政和

保すると共に、緊急時の365日24時間の受け入れ

稲葉

を可能にして下さい

明彦
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・夜間・休日の緊急な診察を可能にしてください

た施設を利用する方に対しての適切な療育環境を確

回答：ショートステイの病床確保の支援を行ってい

保できるよう、重症心身障害児者通所事業運営費補

る。平成24年４月１日現在、13施設、104床分を整備。

助及び、重症心身障害児者を持つ家庭のレスパイト

通所事業と同様に、平成22年度から医療ニーズが高

ニーズに対応する短期入所の病床確保、在宅で暮ら

い重症心身障害児者の積極的な受け入れ促進をはか

す重症心身障害児者を対象に看護師が家庭を訪問し、

るため、高い看護技術を持った看護師を受け入れ促

医療ケアや発達療育支援を行う重症心身障害児者訪

進員として配置する事業を行っている。尚、短期入

問事業がある。このような様々な事業を行っている

所の受け入れについては申し込み状況に応じて事前

が、今後も引き続き入所サービスの維持向上を図る

に調整して受け入れを行っているが、緊急時には可

と共に必要な医療ニーズに対しても前向きに対処し

能な限り対応している。今後も実情を把握しつつ、

ていきたい。

充実に努めたい。
新

平成24年度新制度に基づき、いずれのセンター

住まいに関して

においても、ショートを利用する際、本人が希

・公営住宅建て替えの場合にグループホームが設置

望すれば日中の生活介護事業を利用できるよう

できるように計画して下さい

指導してください
回答：各施設の諸条件を調査したうえで把握に努め

回答：都営住宅の建て替えに際しては、事業で必要

たい。

な住宅数を整備することを基本とした上で、福祉
サービスの充実等地域の様々な課題に配慮しながら
事業を進めている。福祉施設などの公的、公益的施

入所に関して
新

設を都営住宅に併設することについても都と地元区

重心入所施設に替わる療養介護を引き受ける医

市との役割分担を踏まえ、地元福祉のまちづくりの

療機関の開拓と確保

基本構想等に基づく要望に応じて協議、調整をしな

重度で常時医療的ケアが必要な成人の多くが、

がら適切に対応していく。

今までの重心施設への入所から法改正で障害者
自立支援法の療養介護の対象となりました。と

グループホームに関して

ころが療養介護で受け入れ可能な施設は従来の
重心施設以外にはほとんどないのが実情のよう

・地域移行が進められるなか、都の障害者計画でも

だし、重心の受け入れを増やす計画もありませ

「グループホームの地域基盤の重点的整備への積

ん。実施主体が区・市に移っても受け入れ可能

極的支援」を掲げています。また、各地域におい

な療養介護の施設（医療機関）を区・市が独自

てもそれぞれの計画の中で、地域生活の場として

に開拓するのは財政的にも、規模的にも困難な

の住居の確保やグループホームの整備を施策に掲

地域も出てきて格差が生じます。都としては

げています。各地域の計画を推進するためにも都

区・市だけにまかせず連携して医療機関の開

として更なる支援をお願いします

拓・確保に尽力して下さい

回答：平成24年４月に策定した第３期東京都障害福

回答：都としては、障害を持った人が住み慣れた地

祉計画及び、各区市町村が設定した障害福祉サービ

域で必要なサービスを受けながら、安心して暮らせ

スの見込み量を集計したものを基本として、引き続

る社会の実現を目指している。重度で常時医療的ケ

き地域生活基盤の整備を進める観点で調整を図りな

アが必要な人に対しては、都内で重症心身障害児者

がら、東京都全域の見込み量を定めている。この目

が入所できる施設として、都立施設４か所、民間施

標達成のために、新たに『障害者の地域移行安心生

設５か所を確保し、入所サービスに対応すると共に、

活支援３か年プラン』を策定し、これにより、地域

様々な在宅サービスの充実に努めている。例えば、

生活基盤の充実を積極的に支援していく。地域居住

日中活動の場としての通所施設の設置促進。こうし

の場である、グループホーム、ケアホームについて
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は26年度までに1600人を新たに確保することにして

養護教諭を４人配置とし、肢体不自由部門にも

いる。そのために、整備費の事業者負担を軽減する

２人配置してください

特別助成を行うとともにより重度の障害者が利用す

回答：教職員の定数については、国の標準法（公立

るケアホームの創設に際しては、消防設備に要する

義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に

費用の補助を新たに実施する。

関する法律）があり、国の標準に基づく都の定数配
当基準により配当している。異なる障害部門を併置
する学校に対しても、その形態や状況に応じて教職

短期入所に関して

員を配置している。平成23年度までは都の基準でい

・緊急時にすぐ受け入れ可能な短期入所施設を探す

くと異なる障害部門を併置する大規模校の場合も学

のがますます困難になってきています。新たに増

校単位で２名でというのが最大上限だったが、平成

設する際は都の指導や助成で、緊急時に対応でき

24年度からは基準を解消して３名まで配置できるよ

る短期入所事業を行う施設を確保して下さい

うになった。要望では４名ということで、そこまで

・都の障害福祉計画（24年～ 26年）の中で、
在宅サー

はいっていないが、状況としてはそういうことであ

ビスの充実として短期入所を3年間で210人分増

る。

やすとありますが、短期入所だけでなく緊急一時
保護の枠を確保して下さい

通所に関して

回答：短期入所は障害者が地域で暮らしていく上で
重要な事業と認識している。平成24年４月１日現在、

・医療的ケア対応の重症心身障害児者の通所施設を

短期入所事業を行っている指定事業者は193事業者、

区・市に作るよう都からはたらきかけて下さい

定員762名、昨年比47名の定員増である。短期入所

回答：東京都では障害者の地域移行安心生活支援３

事業については。平成16年３月末の国通知により、

か年プランを新たに策定し、既存の医療型施設にお

通所施設においても事業可能となった。グループ

ける通所事業の拡充を図ると共に平成18年度から区

ホームでも実施できるよう規制緩和している。地域

市の施設において看護師を配置し、医療的ケアを必

に密着した事業者が増加することで、極め細やかな

要とする重症心身障害児者を受け入れる地域施設活

対応が可能になると期待している。東京都では障害

用型の整備に取り組んでいるところである。尚、平

者の地域移行安心３か年プランで210人分の整備に

成23年度まで国の要綱事業であった重症心身障害児

取り組んでいる。短期入所事業の充実については区

者通園事業は平成24年４月から法定事業になったが、

市町村と連携して進めていく。

重症心身障害児者はその障害特性から、濃厚な医療
的ケアや送迎手段の確保が必要である。このため、
通所施設において利用者に対する適切な療育環境が

教育に関して

確保できるよう、またこれまでのサービス水準を保

・肢体不自由特別支援学校に通学している医療的ケ

つことができるよう区市町村に対して新たな補助制

アを必要とする生徒もスクールバス乗車が出来る

度を平成24年度から実施している。今後も重心の通

ように、医ケア対応の出来る介護員を添乗させて

所施設の設置促進を図るため区市町村に働きかけを

下さい

行うと共に、区市町村が地域の実情に応じて整備で

回答：医療的ケアを必要とする児童、生徒のスクー

きるよう都として支援していく。

ルバスへの乗車は児童、生徒の乗降時及び走行中に
おける安全管理上から原則として認めていない。但

医療的ケアに関して

し、スクールバス乗車中に医療的ケアを必要としな
い児童、生徒については乗車できる場合があるので、

・介護職員や介護ヘルパーが一定の条件下で医療行

個別に対応することが重要であると考えている。

為を行なうことが出来るようになりますが、実施

新

に当たっては充分な研修を行い、職員への報酬加

府中けやきの森学園について
3

算、法的な保障を行って下さい

則は来所による判定となっているが、補装具の種類

回答：痰の吸引等については、今般の社会福祉士及

によっては医師の意見書による書類判定も可能。尚、

び介護福祉士法の改正により。24年４月から医師、

島しょ部、西多摩地区は巡回相談も実施。詳しくは

看護師との連携など一定の条件の下に介護職員等が

福祉事務所に相談してほしい。

実施できるようになった。介護職員等がこれらの行
為を行うためには、国のカリキュラムに沿った都道
府県研修を受講することが要件の一つになっている。

その他
新

東京都は高齢福祉分野と障害福祉分野とで連携しな

東京都の制度内施設に、他の制度を併設出来る
ように制度を改めて下さい

がら研修を実施している。尚、東京都は平成23年９
月16日に障害福祉サービスの報酬改定等にかかる緊

（たとえば、重度身体障害者グループホームと


急提言の中で、痰の吸引等の実施を評価する加算の

して建てられた施設に、緊急一時入所・ショー

設定について国に要望し、平成24年４月から喀痰吸

トステイ・体験入所・地域の単独事業などを併

引等支援体制加算等の創設などの報酬改定があった。

設出来る）

東京都は障害者を支える人材の確保、良質なサービ

回答：都の重度身体障害者グループホーム事業は平

ス提供、安定した事業運営をはかることができる基

成13年度から開始された事業で、平成23年度末現在

準及び報酬について引き続き国に提案、要望をして

で都内で15か所開設されている。一方で、平成21年

いく。

度から共同生活援助、共同生活介護の対象に身体障
害者も含まれるようになり、それ以降障害者自立支
援法に基づくグループホーム、ケアホームで主な対

防災に関して
新

象者を身体障害者としているものも増えている。身

障害児者にとって、避難所での生活は難しいの

体障害者の居住の場の整備については、障害者自立

で、災害時に都立特別支援学校は他の都立校と

支援法に基づくケアホームを創設する場合に設置者

同じ扱いではなく、通学している児童生徒・近

負担の二分の一の特別助成が受けられる他、重度の

隣の障害児者を優先した福祉避難所にして下さ

身体障害者が入居する場合は消防設備の費用につい

い

ても助成する制度が今年度からできている。ケア

回答：避難所については区市町村が地域の実情に合

ホームの居室については、体験利用として活用する

わせて策定した地域防災計画に基づいて避難所指定

ことも可能となっている。また、ショートステイを

を行っている。現在、東京都教育委員会においては、

併設することも可能で、そのための整備部分につい

都立特別支援学校について区市町村から障害者を含

ては別に政府の補助があり、特別助成を受けること

めた要援護者を対象とした二次避難所
（福祉避難所）

ができる。

として要請があった場合は原則として承認すること

新

見 守りが必要な障害児者またはコミュニケー

としている。平成24年７月現在、特別支援学校42施

ションが取れない重症者の入院時のヘルパー派

設について福祉避難所として指定を受けており、今

遣を認めて下さい。この場合、介護給付の対象

後も区市町村から要請があれば適切に対応していく。

になるようにして下さい。区によって認めてい
る所もありますが、東京都として制度化をお願
いします

判定に関して

回答：入院中の対応については基本的に医療サービ

・東京都心身障害者福祉センターで行われている判

スの範囲内にあり、医療機関が対応することになっ

定を地域のセンター等で受けられるように各区に

ている。しかし、東京都では支援費制度以前の全身

も訪問判定をお願いします

性障害者介護人派遣制度に基づき、利用者の入院治

回答：装具費の支給に際しては、身体障害者18歳以

療において入院生活に著しい支障がある時は当該医

上の場合は身体障害者更生相談所の判定が必要。原

療機関が付き添いを拒まない限り利用者の意思に基
4

づいて派遣を認めている。この事業は平成15年より

共に、一般の医療機関においても受け入れ可能と

支援費の居宅介護の対象事業となったが、東京都の

なるように日頃から指導してほしい。

考え方は変わっていない。平成18年４月から障害者

○地域移行が進んでも、入所施設のニーズは相当数

自立支援法となり、日常生活支援に相当する制度と

あるので、今後も定員増を図ってほしい。

して重度訪問介護のサービスが創設された。このよ

○補装具の判定については、訪問判定の対象地域を

うに障害者を取り巻く制度は変化している中で東京

拡大すると共に、医師の意見書による判定も範囲

都としては入院中に重度訪問介護のサービスを利用

を広げてほしい。

することについては区市町村の判断を尊重している。

○東京都及び各区・市の地域防災計画に障害児者へ
の配慮をさらに盛り込むよう指導してほしい。

≪ヒアリングを終えてのまとめ≫
東京都各局及び都議会各会派のヒアリングにおい

施策の実施主体は区市町村に移っていますが、入

て、以下の項目について重点的に要望しました。

所施設や医療にかかわることは、東京都が主体的に

○グループホーム・ケアホーム・通所施設等におい

取り組まなければ進んでいきません。今後も、各区・

て職員が医療的ケアを安心して実施できるよう、

市に必要な施策を要望するとともに、東京都並びに

都立の医療機関が積極的に協力してほしい。

都議会に東肢連として積極的に要望していくことが

○緊急時の受け入れを都立の施設で積極的に行うと

重要であると考えます。

平成 24 年度東肢連研修大会報告
〜障害者福祉の動向と都の施策〜
平成 24 年 10 月 18 日（木） 於 : 武蔵野スイングホール

レインボーサロン

武蔵野市（担当地区）会長

伊藤

雪子

講師の渡辺秀子先生は、昨年度の練馬区の研修会
研修会当日はあいにくの雨模様で、担当地区

でも講師を務めていただきましたが、先生の障害者

としては、参加される皆様の足元の悪さが心配

施策推進部事業調整担当課長へのご就任により、今

でした。それでも100人以上の参加があり、胸

年度も講師をお願いすることになりました。昨年度

をなで下ろしました。昨年度まで福祉部担当と

まで先生は府中療育センターのご担当だったので、

して研修会にかかわってきましたが、地元での

特に医療を伴う重症心身障害者に対する東京都の施

開催は初めてでしたので、会員共々やや緊張し

策をお聞きしたいと思いました。

て当日を迎えました。会場が広かったため、受

国の障害者施策はこの数年の間に目まぐるしく制

け付けやお弁当係を受け持った会員も会場内で

度が変わり、その度に私たちは研修会などで勉強し

講演を聞くことが出来、大変ありがたかったで

てきました。平成25年度より施行される総合支援法

す。開会に当たっては、担当地区として、山田

についても、障がい者制度改革推進会議の進捗状況

剛障害者福祉課長に武蔵野市の障害者福祉施策

を見守りながら、画期的な総合福祉法の成立を願っ

についてお話しいただきました。

てきました。しかし、結局は改正自立支援法を一部
改正した総合支援法に落ち着きました。三年ごとの
5

見直しで積み残した課題が解決されるのかも不安で

したほうが解りやすかったかもしれません。
（例えば、

す。

「介護職員等による喀痰吸引等の実施」あるいは「障
害者虐待防止法の実施」等）

新たな相談支援事業でのケアプラン作成も、障害

質疑応答では、東京都に対する要望のようになっ

者全体に行きわたるのには相当な時間がかかりそう

てしまい先生にはお気の毒でしたが、重症心身障害

ですし、介護職員等によるたんの吸引実施のための

者施設の現場においでになった渡辺先生のこと、親

登録研修機関も少ないようです。医療行為がしかる

の気持ちも理解していただき、今後の東京都の福祉

べき条件下で看護師以外でも実施できるということ

施策実施の上でも参考にしていただけるのではない

は、医療を伴う障害者が地域で生活する上でのハー

かと期待しております。研修会実施のためにお手伝

ドルが低くなりますが、命に係わる行為なのでやは

いいただいた府中市父母の会会員並びに、ご協力い

りしっかりとした研修を受けることが必要です。

ただいた皆様に感謝申し上げます。

新たに制定された虐待防止法についても、この法
律が本当に障害者に対する施設内虐待（特に入所施
設の）を防止出来るのかも疑問です。しかし、不安
と疑問だけでは、障害者福祉は止まったままになっ
てしまいます。施行される制度が障害者の生活を向
上させ、「絵に描いた餅」にならないように、各地
域で進めるように、父母の会も活動していかなけれ
ばならないと感じました。
渡辺先生のお話は、限られた時間内に大変わかり
やすくまとめてお話しいただきましたが、内容が幅
広いものだったので、出来ればもう少し内容を限定
武蔵野市障害者福祉課長

山田剛様

講演（要旨）

障害者福祉の動向と都の施策
東京都福祉保健局障害者施策推進部
事業調整担当課長

1

渡辺

秀子

設から地域へ」と施策の転換が行われていく。平成

障害者福祉の動向

15年、
社会福祉基礎構造改革により「措置から契約」

< これまでの経緯 >

に変わり、支援費制度が導入される。しかし、予算

戦後の障害者施策の流れを大きく変える契機と

の制度で行われ財源が保障されていなかったことで

なったのが1981年の国際障害者年だ。障害者も地域

都道府県による差が生じたり、精神障害が統合され

で一緒に暮らすノーマライゼイションの理念が普及

ていない等の問題から全国共通の制度として平成18

し始める。平成５年には障害者基本法も成立し、
「施

年に障害者自立支援法に移行した。その結果、身体・
6

知的・精神の３障害が統合され、義務的経費で財源

政策委員会は、
「障害者基本計画」
（福祉だけでな

が確保されるようになる。ところが、負担等の問題

く交通のバリアフリーや教育等の様々な局面に係る

から見直しの必要に迫られ、来年４月からは自立支

施策を実施していく基になる計画）を策定する際の

援法に代わり障害者総合支援法が施行される。

意見具申や、計画の実施状況の監視、所管大臣への

一方、もうひとつの流れに2006年の国連での障害

勧告等の権限が付与されている。推進会議や総合福

者権利条約の採択がある。日本政府は署名はしたが

祉部会の当事者・関係者を含む30名から成り、現在

批准するには国内法の整備が必要で、それを含めた

（10月18日）は、３つの小委員会で教育、就労、権

障害者に係る制度の集中的な改革を行うために「障

利擁護等の課題の検討が始まっている。

がい者制度改革推進本部」を設置し、
そのもとに「障
がい者制度改革推進会議」
、２つの部会を置き、検
討を行った。このなかで、障害者基本法が改正（平
成23年）され、障害者総合支援法（平成24年）が成
立し、障害者差別禁止法が検討されている。
< 障害者政策委員会の設置 >
平成23年の改正障害者基本法に基づき「障害者政
策委員会」が設置されることになり、推進会議及び
総合福祉部会は政策委員会に統合され廃止された。
現在、検討中の差別禁止部会は政策委員会の部会と
なっている。
講師

（表－1）
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渡辺秀子様

< 自立支援法から総合支援法へ >

のが現状だ。

平成22年に改正された自立支援法
（つなぎ法）
では、

もう一つの課題が「障害支援区分」への名称の変

利用者負担を「応益」
から
「応能」
を原則とすることが

更だ。現行の「障害程度区分」はコンピューターに

明記された他、障害者の範囲の見直し（発達障害を

よる１次判定が障害程度をうまく反映出来ていない、

加える）、相談支援の充実（支給決定プロセスの見直

と言われている。そのため、専門家の意見書や医師

し）、障害児支援の強化
（実施主体を区市町村へ移行）
、

の診断書を踏まえた２次判定では特に知的や精神の

等が盛り込まれ現在に至っている。そして去る6月

方の４割以上の判定が覆る事態が生じている。障害

に成立した総合支援法は、国が打ち出した現行の自

支援区分は平成26年の４月から施行されるが、来年

立支援法を廃止して新しい法律を作るという形では

からモデル事業的なものが検討されている。

なく、改正障害者基本法の理念（共生社会の実現）

また、総合支援法の施行後３年間を目途に障害者

を踏まえて、題名もその理念に合わせて変え、必要

施策を段階的に講じるため、
「検討規定」が設けられ、

なところを改正する形になった。
（表−１参照）

5項目が挙げてある。これらは、総合福祉部会の提

来年の４月からの施行に際し、難しい課題として

言にもかかわらず総合支援法に盛り込まれなかった

「障害者の範囲」が挙げられる。それは、制度の谷

項目で、検討に当たっては、
「障害者やその家族、関

間を埋めるべく難病の方を加えることになったが、

係者の意見を反映させる措置を講ずる」としている。

どこまでの範囲を障害者とするかという問題が残っ
ている。難病は政令で決まるが、現在、難病対策委

２

員会で検討しているがなかなか結論が出てこない。

東京都障害者計画・第3期障害福祉計画

政令や省令がいつ出るのか、スケジュールも示され

今年度、東京都は「障害者計画」を障害者施策に

ていない中でどの範囲までに広がるのか分かり難い

関する基本計画として障害者基本法に基づき、また

（表－2）
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「障害者福祉計画」を福祉サービスの実施計画とし

３

て障害者自立支援法に基づき、これら２つの計画を

介護職員等による喀痰吸引等の実施

たんの吸引や経管栄養は「医療行為」の一部とさ

一体的に策定（改定）した。計画期間は、平成26年

れている。医師法では、
「医師でなければ医業をし

度までの３年間とした。
障害者計画の基本理念に、障害者が＜安心して暮

てはならない」と規定されているが、看護師は、保

らせる地域＞、＜当たり前に働ける社会＞、＜共に

健師助産師看護師法により診療の補助や患者のケア

暮らす地域社会＞の実現を掲げ、そのための支援や

として、たんの吸引等の行為を行うことが出来る。

仕組みづくり、人材の育成・確保等の5つの施策目

しかし、その他の者が「業」として行うことは法律

標を全庁を挙げて、福祉、保健、医療だけでなく教

で禁止されている。ただし、医師の指示を受けて自

育、労働、住宅、まちづくり等の施策の総合的な展

分のために自分で行うケアは、業として行う訳では

開に取り組んでいる。

ないので認められている。これを拡大解釈して、家
族が本人のために行うことも同じく業ではないので

障害福祉計画（表−２参照）は、平成26年末まで

認められている。

の数値目標を設定した。中でも障害者の地域生活の
整備に重点的に投資（特別助成）する ｢障害者の地

ところが、ヘルパー等の医療の資格のない者が実

域移行・安心生活支援３か年プラン｣ として通所施

際に行っているものについては、違法ではあるが本

設等（日中活動の場）を3000人、
グループホーム（住

人のために家族の了解を得て医師の指示や安全管理

まい）を1600人、ショートステイ（緊急時の利用）

等のもとに行われているのであれば容認され、その

を210人、合わせて4810人分の定員を平成26年度末

違法性は阻却されるという状態が続いており長い間

までに確保するとしている。

の懸案だった。

（表－3）

9

それが、去る４月１日からは社会福祉士法と介護

援を行うことで虐待を防止することも目標にしてい

福祉士法の一部を改正して制度の改正が行われ、ヘ

る。また、虐待をした者をこの法律で罰する規定は

ルパー等介護職員が一定の研修を受け、一定の条件

なく何らかの制裁を科すものではない。

のもとに、「業」としてたんの吸引等を行うことが

この法律の定義する「障害者」とは、障害者基本

出来るようになった。
（表−３参照）

法の定義によるものとしている。そして「障害者虐

この制度は、まだ未熟で分かり難いところもある

待」は、養護者によるもの・障害者福祉施設従業者

が、何よりも医療的ケアを受ける方も安心、やる方

等によるもの・使用者によるものの３つの類型があ

も安心という態勢のもとに事故がないように願って

る。また「虐待」の類型には、身体的・ネグレクト・

いる。そして、相方にとってメリットのある仕組み

心理的・性的・経済的の5つがある。
（表－５参照）

になるように育てていきたいので、利用者の側にも

虐待防止施策としては、誰も虐待をしてはならな

理解をお願いしたい。

い旨の規定はもちろん、見つけた人は通報するなど
早期発見の努力義務を規定している。現在、家庭・

４

施設・企業以外の学校や保育所や医療機関で起こる

障害者虐待防止法の施行

虐待への対応については通報の義務はないが、それ

去る10月１日から施行されたこの法律の目的は、

ぞれの管理者に防止のための措置の実施を義務付け

正式名称にある通り（表－４参照）障害者に対する

ている。

虐待を防止するのはもちろん、介護に行き詰った養

その他、都道府県・区市町村・施設には通報の窓

護者が虐待に至ることになる前に養護者に対して支

口を整備することが決まっている。

（表－4）
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（表－5）

虐待防止の具体的スキームについて、家庭や施設

次に、＜障害者の養護者とはどのような立場にな

等での障害者虐待を発見した場合は、区市町村の窓

るのか＞との質問がありました。養護者とは、現に

口に通報すると、事実確認作業をして必要な措置を

ケアをしている人で親とは限らないので、そのよう

講ずることになる。ここで「通報」
「義務」という

な言い方になるとのことです。

と堅苦しい言葉だが、このケースはどうだろうかと

＜障害者虐待防止法のなかにある養護者支援はレ

いう疑問を相談すると考えてもらえばよい。そうし

スパイトと考えていいのか。レスパイトとしての短

た通報や相談をした人が不利益を生じることはない

期入所もカバーしてもらうことが出来るか＞の質問

のでお知らせしてほしい。また、自分が行っている

には、障害者虐待防止法の中に新たなサービスがで

ケアがこれでよいのか、という様な相談にも乗れる
と思うのでよろしくお願いしたい。

質疑応答
はじめに、＜各区の相談支援事業についてもう少
し詳しく知りたい＞という質問があり、渡辺課長か
ら市町村が主体になるため地域によって事情が違っ
てきているが、基本的な相談に加え、個別給付の計
画相談・地域（移行・定着）相談ができたので、今
後、事業者はこうした役割を組み合わせて機能して
いくことになるとの回答がありました。
11

きたわけではないが、養護者が追いつめられて虐待

ではないか＞と質問がありました。重症心身障害等

をしてしまうことも考えて、通常の自立支援法の

の方たちのグループホームでの地域生活に関しては、

サービスを使うことを、相談支援の段階から考えて

国がモデル事業を始めたところだが、今のグループ

いかなければならない。レスパイトも含めての短期

ホームのかたちでは現実的でなく、実際にかかわっ

入所を考えていくのが、ひとつの解決法と思えると

てくれる方がどのくらいいるのか等も研究段階だと

のことです。

思う。今回示されたグルーブホームとケアホームの

次の質問は、＜障害者の地域移行安心生活支援3

一体化は、直接これを目的としたものでなく、まだ

か年プランにあるショートステイ210人増は事業

基準や進め方の枠組も示されていないので、これか

者にかかっていることと思うが３年で210人増に

ら進めていくことになるとのことです。

するにはどのようにしていくのか＞という質問でし

次に、＜重症化していく中での施設の在り方は＞

た。新設の施設が出来るときにお願いしていくこと。

との質問には、医療的ケアが必要になってくること

施設の方にショートステイの枠を増やすことをお願

を考えて施設自体のサービスを変えていくことが重

いしていく。通所施設でもショートステイができる

要になり、ニーズにあった施設にしていくことが大

ようになったので働きかけていくことが大切になる

切になってくるとのことでした。

と思う。と回答がありました。

この他に東京都への要望がありましたが、要望に

次に、＜平成26年、グループホームとケアホー

も渡辺課長からは丁寧に答えて頂きました。

ムが一本化になるが新たなグループホームで肢体不

（記録・構成）広報部

自由の重度の人たちが生活していくのは、難しいの

参 加 者 感 想
大 田 区

研修会を終えて
栗田

敦子

障害者施策推進の理念の主軸は平たく言えば障害

要となる人がほとんどだ。目標にヘルパーの育成が

者も健常者と同じく社会で働き、当たり前の生活を

挙げられている。10人の障害者が生活するには少な

営める様応援しましょう。と言うことと理解した。

くとも３人以上は必要になる。

問題は二つある。一つは仕事、一つは自立生活。

息子がアパートでの生活を始めた時、一番大変

就労出来る障害者は一部に限られる。障害の程度、

だったのがヘルパーの確保だった。幸い息子の場合、

部位、それに運にも左右される。残りの障害者は、障

良い人達との出会いがありなんとか生活可能になっ

害者の為に用意された施設の中で過す以外道がない。

た。地元の生活を可能にするには、先ずそれだけの

そこは、地元にあっても他の社会と接点が少ない。

援助態勢を整える事が必要とつくづく思った。

授産施設の賃金は生活を営むにはあまりにも低い。

家の周囲で暮らすには、当たり前の事だがコミュ

もう一つの地元での生活。自立支援法の成立以後、
トライする人は増えたのでしょう。一人でなくても

ニケーションが上手くとれるかだ。それは健常者と
何等変りない。

グループホーム等形態はいろいろある。選択肢は増

息子39才・脳性マヒ・１種１級・彼の笑顔で私は

えた。いずれで生活するにしても他の人の援助が必

幸せになる。彼が笑顔で生活出来ます様に。

12

中 野 区

東肢連研修大会の感想
太田

雅子（NPO 法人職員）

自立支援の見直しから、総合福祉計画の策定中の

そして、親たち、ご家族方の今日までの運動、実

国の見直しでの東京都の今後の施策のための講演会

践されてきた数々の問題がある事を知り、作業所職

に初めて参加させていただきました。

員の一員として身のしまる思いでした。地域福祉計

私は、この10月から未熟者ながら、父母の会から

画の中で根ざした地域生活を、親なきあとも安心し

受け継いで施設移行した作業所・NPO ハッピース

て生活をすることができることを念頭においた日々

マイルの指導員として採用を頂き、勤務しておりま

の指導にあたりたいと思います。

す。

初参加での研修講習会で、実のある課題を視野に

国の動向説明のあと、東京都としての役割等の、

入れた講演に感謝致します。

きめ細かい説明を受けました。現状では中々実現を

まだまだ未熟ゆえに、今後も数々の研修に参加し、

するのも大変な事だと感じました。国、都、市町村、

障害をお持ちの方々の地域での共生を目指し、作業

区の財政困難と重なり、願っている施策が理想通り

所運営の力になりたいと感じています。ありがとう

でない事を痛感しました。

ございました。

第 45 回 全 国 肢 体 不 自 由 児 者 父 母 の 会 連 合 会 全 国 大 会
第32回東北地区全国肢体不自由児者父母の会連合会宮城大会

参

加

報

木村

広報部

告

知鶴（大会1日目） 島田

泰介（2日目）

平成24年９月８日
（土）
、９日
（日）
の両日、宮城県

清水誠一全肢連会長の主催者挨拶に続き行政来賓、

仙台市「仙台市情報・産業プラザ」
で開催され、全国

海外来賓の祝辞があり、上野密全肢連常務理事の閉

から600名余り、東肢連からは約50名が参加しました。

式のことばで終了しました。

大会は「新しい福祉法が制定されようとしている

◇第一部 記念講演＆パネルディスカッション◇

今、父母の会の結成の原点に立ち返り、地域で安全・

大会１日目の記念講演のバリアフリー落語は、桂

安心に生活できる施策を求める運動の第一歩を踏み

福点氏による『 大笑いゼーションでノーマライゼー

出す大会」、また「昨年の東日本大震災に際し、
国や自

ション』の演題で、
「皆で大笑いしていきましょう」

治体による災害時における障害者を保護する諸施策

と障害者の未来を楽しく話されました。

が機能したかどうかを検証し、今後予想される巨大地

氏は1968年、兵庫県川西市生まれ。中学生の時、

震に備え、自助・共助・公助の体制の整備と父母の会

先天性緑内障で視力を失いました。マンガを描くこ

の活動はどうあるべきかを検討する大会」
などを趣旨

とが趣味でしたが描くことが出来なくなり、友人に

に、『21世紀の障害者は ･･･』
をテーマに掲げました。

勧められて音楽に親しむようになり86年大阪芸術大

開会式典は木村雄三郎全肢連副会長の開会のこと

学に入学しました。大学では音楽療法を学び、卒業

ばで始まり、岩崎志郎大会実行委員長の歓迎の挨拶、

後にバンド「お気楽一座」を結成しました。96年、

13

手話落語を作った桂福団治師匠に弟子入りし、バリ

りの人たちにも理解してもらえるようにし、出会い

アフリー落語や古典落語を学びながら独自に音楽漫

を大切にしていくことがとても大事なことと話して

談、「お気楽一座」の活動にも取り組んでいます。

下さいました。

09年に10番目の弟子なので「桂福点」の名前をもら

最後にメールの話では、目がみえなくても耳がき

いました。普通は、弟子入りするとすぐに「桂」の

こえなくてもメールで会話が出来ることを楽しい話

名になりますが、古典芸能の世界では、まだまだ障

で締めくくり、途中、歌の曲名当てゲームもあり、

害者に対して偏見があり13年目のことでした。

時間がもっとあればと思うテーマ通りの大笑いの話

現在、上記の活動と音楽療法士として診療所や作

をして下さいました。

業所等で音楽療法を行っています。そして記憶喪失

10分の休憩のあと、パネルディスカッション『こ

や認知症には歌で記憶を取り戻すことができ、うた

れからどうなる？障害者福祉』に移りました。

いながら身体を動かすことが身体の動きを誘発させ

コーディネーターは東北福祉大学教授三浦剛氏で、

ることがあり、楽しく音楽にふれることはとても重

福島県自立支援協議会委員等をされています。パネ

要とのことです。

リストに衆議院議員初鹿明博氏、参議院議員衛藤晟

自身が今まで障害者として生きてきて経験して考

一氏、障害者支援施設「不忘園」施設長佐藤秀美氏、

えたことは、大きく４つのポイントにわけることが

全国肢体不自由児者父母の会連合会理事石橋吉章氏。

出来るとのことです。１. 自分の障害を理解する。

まず４名のパネリストが順番に話して下さいました。

２. 人との出会い。 ３. 仕事、恋愛、結婚。
（生きる

初鹿氏は、民主党厚生労働部門「障がい者ワーキ

ための魅力をつくる）４. 障害ではなく、その人を

ングチーム」事務局長。障害者自立支援法が最終的

理解する。自分自身も障害を理解することで、まわ

に一部改正になり新たに「障害者総合支援法」が来

大会風景

バリアフリーフェスティバルも同時開催

バリアフリー落語で大笑い

ハンドアーチェリーのコーナーも大盛況
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◇第二部

年４月から施行され、３年をめどに障害区分の明確

情報交換会◇

化、支給決定やサービスプランの充実、地域移行に

午後６時30から同会場で開催されました。会場に

よるグループホームや在宅支援の仕組み、支援の整

は仙台七夕飾りが飾られ、宮城県塩釜市の酒蔵「佐

備をしていくこと。そして親亡き後の暮らす場所＝

浦」の浦霞が昨年に引き続き振る舞われました。ア

高齢の障害者の支援の仕方等、国政が協力し合うこ

トラクシヨンでは、郷土芸能「すずめおどり」が披

とが重要になると話されました。

露され、参加者は全国の仲間たちと楽しく語り合い
親睦を深めました。

衛藤氏は自民党障害者特別委員長。育成会とのか
かわりから障害者福祉の活動をはじめたこと。1981

そして、お待ちかねのコカ・コーラと全肢連提供

年の国際障害者年の「みんな同じ平等という考え

の豪華景品が当たる抽選会が賑やかに行われ、大い

方」。そして地域で一緒に暮らすこと。発達障害も精

に盛り上がりました。また、来年の第46回全国大会

神障害も含めて総合的に障害をみるようになったこ

が開催される沖縄県肢連の会員を中心として、「め

と。これからは重心の関係、就労支援、市町村と国

んそーれ沖縄」の横断幕を掲げて歌と踊りを披露し、

の責任の明確化をはっきりさせ、地域での福祉で通

次期開催をアピールしました。そして来年の沖縄で

所施設と小規模居宅施設の充実、相談事業の充実、入

の再会を約束して8時に閉会しました。

所施設の機能の見直しが重要になると話されました。
佐藤氏からは、施設長の立場からサービスをどの
ようにしていくか、ケアプランのすすめかた。日中活
動の場と居住の場の問題点。障害者が自立して生活
するにはスタッフ不足の問題が大きくまだまだ安心
出来ない。その結果、
在宅が増え短期入所が多くなる。
通所施設が短期入所事業も出来るようになったが、
やはりスタッフ不足で利用しにくい状況になってい
る。サービスの多様化によりスタッフがなかなか育
たない。今、施設で大切なのは、それに携わるマン
パワーがとても必要になっていると話されました。

来年は沖縄で会いましょう

最後に石橋氏からは、障がい者制度改革推進会議

◇第三部

総合福祉部会に関わって、そして地元での社会福祉

市民フォーラム◇

協議会との関係から少しでも障害者福祉への理解を

大会２日目の第三部は、
『災害を乗り越えて幸せ

伝え、サービスをいつでも使えるようにしていくこ

に暮らすには～己の持つ絆を再確認しよう～』を

とが親の願いと考えている。そのために親が声を出

テーマにパネルディスカッションが行われ一般にも

していくことの必要性がある。今後、サービス利用

公開されました。

計画や人員、費用をはっきりしていくことが大切に

コーディネーターは北島宏一宮城県肢体不自由児

なること。「地域のことは地域で」となっていても

協会副会長。パネリストに株木孝尚きょうされん宮

地域格差問題がでてくる。制度はいいがお金の出し

城支部全国理事（東北ブロック）
。杉山裕信ＣＩＬ

方が問題になる。制度づくりには当事者と親の意見

たすけっと副代表。渡邉啓宇秋田市肢体不自由児者

が必要になる。そして市町村の自立支援協議会のメ

父母の会事務局長。三浦令青森県肢体不自由児・者

ンバー構成と今後の私たちの関わりかたが大切に

父母の会連合会会員。菅原敬子岩手県立盛岡となん

なっていくこと等、話されました。

支援学校副校長、佐藤保子福島県手をつなぐ親の会
連合会副会長。山形県を除く東北5県の代表6氏によ

限られた時間のなかでコーディネーターの三浦氏

り一般公開討論が行われました。

をはじめ４名のパネリストのお話しから、
「人材の

株木氏は＜被災障害者支援の実態と課題＞をテー

大切さと、ここを乗り越えたら良い制度改革になる」

マに、安否確認とニーズ調査の結果や支援活動を通

がこれからの共通の課題でした。
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して見えてきた課題を発表しました。

援体制づくりに早急に取り掛かってほしい、と要望

宮城県沿岸部13市町（仙台市・亘理市を除く）の

をしました。

住民死亡率が0.8％に対し障害者死亡率は約4倍の

渡邉氏は、
＜災害を乗り越えて幸せに暮らすには＞

3.5％だったこと。障害者の死亡者の約8割が身体障

をテーマに、非常時こそ大切な人々の優しさや誠実

害者だったこと等が報告されました。

さを、氏の人工呼吸器を使っている筋ジスの息子さ

また支援活動からは、どこに障害者がいるか分か

んが震災後の混乱にもかかわらず地域の支えや励ま

らないことは支援の手を差し伸べられないことにも

しを受けたエピソードを交えながら発表しました。

なり、個人情報保護の壁の問題とあわせて考える必

秋田市は大きな被害はなかったものの、ライフラ

要があること。避難したところに長く居られなかっ

インの一部が停止したことによる住民の生活、とく

たこと。別の場所に移ると支援の手が届かなくなる

に障害者の生活にはいくつかの不安が生じたこと。

こと。応急避難所がバリアフリーでないこと。そし

その時のために、日常的にできるだけ多く社会と繋

て、いろいろな団体が支援に入ってくれるのはよい

がり関わること、父母の会もそのひとつで、父母の

が、その度に同じ質問を何度も繰り返されるのが迷

会どうしのネットワークの拡大も必要なことを強く

惑に感じた、という声を聴いたこと。これらは今後

感じたそうです。

も予想される巨大地震に備えて緊急の課題として考

また、この震災を契機に秋田市に働きかけた結果、

えなければならない、と結びました。

77箇所の施設と４つの特別支援学校が福祉避難所に

杉山氏は、＜災害時における障害者の支援につい

指定されたことが報告されました。

て思うこと＞をテーマに、氏の通っていた宮城県立

三浦氏は、
＜災害を乗り越えて幸せに暮らすには＞

船岡特別支援学校の同窓会が会員に実施したアン

をテーマに、まず、氏が生活している支援施設で感

ケート結果をもとに発表しました。

じたコミュニティーの大切さを強調しました。

回答した会員の半数以上が被災した後も自宅で過

施設が近燐地域と行事などの交流を通じて良好な

ごし、家が多少壊れてもそのまま過ごした会員もい

関係を保っていることが、いざ災害時には役立つこ

たこと。被災した会員で、地域で孤立していたり施

とが多いこと。また、行政には、災害時の在宅の障

設や団体などに関わっていない会員は支援を受けら

害者への支援、とくにいち早く誘導、避難の体制を

なかったこと。福祉避難所を利用した会員は少な

とることを要請しました。

かったこと（福祉避難所の認知度が高くない）
。一方、

また原発事故について、青森県にも各種原発施設

一般避難所で「障害者は福祉避難所に行きなさい」

があることを障害者の立場でどう考えるかも大事な

と言われた会員もいたこと。等が報告されました。

ことだとし、国が原発ゼロの方向を目指しているこ

そして、避難所のバリアフリー整備を急いでして

とから、例えば電動車いすに太陽光パネルを取り付

ほしい。また、地域の力としての民生委員、町内会、

けたらどうか、との提案がありました。
菅原氏は、＜災害時の学校の役割＞をテーマに、

学校や同窓会、市民団体などが連携し漏れのない支

氏が震災時に勤務していた岩手県立宮古特別支援学
校の子供たちには犠牲者はいなかったこと。一方、
犠牲者を出した他校の事例を検証すると、地震で迎
えに来た保護者に子供たちを引き渡した後に被災し
ており、学校が保護者に引き渡せば役割は終える、
との認識を改める必要からマニュアルの見直しを行
い、安全確認が出来たあとに帰宅させることにした
こと。等の報告がありました。
また、特別支援学校は子供たちの医療、福祉、家
庭などの情報を豊富に持っているので、それらを他

市民フォーラム

の行政・関系機関と共有することでより効果的な連
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携を取れ支援に役立ったということでした。
そして、震災後は一日も早く学校を再開し、日常
化に努めることが学校の役割であると結びました。
佐藤氏は、＜原発事故等も含め、障がい者の避難
のあり方について、これからどう向き合うべきか＞
をテーマに、氏が原発事故のあと福島県浜通りから
茨城県に避難し生活していること。全国各地で先が
見えない避難生活を送っている中で、自殺や離婚・
家族離散が増えていること。避難先で心ない言葉を
浴びたり、子供が転校先でいじめに遭っていること

復興支援パネルに大勢の人が見入っていました

等、悲しい実態が報告されました。
また、皆さんが住んでいるところにはどんな危険

どうか再確認し、己の絆をもっとお互いに強くして

が潜んでいるか今一度再確認してほしい、と促し、

いきたいと思う」と締めくくりました。

今回の教訓から災害弱者の名簿の整備や活用を個人

閉会式典では、瀧澤琴子宮城県肢連幹事による大

情報保護法と併せて検討すること。福祉避難所と一

会決議文の朗読があり採択されました。引き続き金

般避難所を明確に分ける必要があること。等を連合

子武次郎宮城県肢連副会長より開催地謝辞があり、

会として福島県に要望しました。

次期全国大会開催地の沖縄県の新里吉弘県肢連会長

そして、このような活動が出来るのも皆さんの支

と次期東北地区大会開催地の福島県の照山成信県肢

援や義捐金のおかげです、と感謝を述べました。

連会長の挨拶がありました。最後に、大野博澄全肢

最後にコーディネーターの北島氏は、テーマの中

連副会長による大会終了宣言により2日間の幕を閉

にある『絆』の漢字は「糸」と「半」から成ってい

じました。

る言葉で、「心の糸から繰り出されるもの。その糸

また、同時開催されていた「第２回全肢連地域支

は誰もが持ち合わせいる大切なもの。お互いに持っ

援大見本市ばりあふりーフェスティバル2012in 宮

ている糸を半分ずつ出し合い結び合わせたもの。太

城」も好評のうちに閉幕しました。

さや材質に関係なく、要は糸が強く結ばれているか

参 加 者 感 想
渋 谷 区

全国大会・東北ブロック大会に参加して
会長

９月８～９日の大会参加のため、仙台へ行ってま

竹政

真弓

話術の中には、障害者のことを同情するのではなく、

いりました。記念講演の桂福点さんのバリアフリー

理解してほしいという願いが込められているように

落語「大笑いゼーションでノーマライゼーション」

感じました。

では、会場から笑い声が絶えず、日頃の疲れも忘れ

桂福点さんは、障害者理解の４つのポイントをあ

る楽しい時間をすごさせていただきました。ご自身、

げられています。

先天性緑内障のため中学生の頃に視力を失われてい

☆自分の障害を理解する（イコール他人の障害も

るにもかかわらず、音楽療法士としてのお顔も見せ

理解できる） ☆人との出会い

ながら、まるで会場が見えているかのような見事な

婚

間合いの落語に引き込まれました。しかし、楽しい

☆仕事・恋愛・結

☆障害ではなく、その人を理解する
これらは、自助・共助・公助という言葉を、具体
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的に表されているように感じました。そして、障害

るためのサポート役であることを常に心の片隅にお

の有無に関係なく、まさに人の人生そのものだと思

いておくべきなのでしょう。子どもの人生は子ども

いました。

の物なのですから。

また、「障害の重い軽いは関係ない。その人が辛

最後に、今大会では被災され未だ仮設住宅暮らし

いと思えば辛いんだ。
」と、力を込めて話されてい

を余儀なくされているにも係わらず、スタッフとし

ましたが、己を知り相手を理解する気持ちを忘れて

てお手伝いされている方々もいらっしゃいました。

はならないと、改めて思います。と同時に、理解し

大震災後、日々の生活が大変な中ご尽力くださった

てもらうための努力も忘れてはなりません。私たち

皆さまに、深く感謝いたしますと共に、一日も早い

親は、そのようにして子どもたちが豊かな人生を送

復興をお祈り申し上げます。

世田谷区

全国・東北ブロック宮城大会に参加して
会長

三井

美和子

９月８日（土）～９日（日）
、仙台市情報・産業

二日目の
「市民フォーラム」
パネルディスカッショ

プラザにおいて第45回全国大会および第32回東北ブ

ンは『災害を乗り越えて幸せに暮らすには～己の持

ロック宮城大会が開催され、世田谷区から2名で参

つ絆を再確認しよう～』として東北各県肢連会員の

加させていただきました。

方々から東日本大震災発災時、被災状況の報告や提

大会テーマは「21世紀の障害者福祉は…」で、記

言がありました。きょうされん理事の株木氏からは

念講演としてテレビでもおなじみの桂福点さんがバ

宮城県沿岸部13市町において住民死亡率が0.8％で

リアフリー落語 ｢大笑いゼーションでノーマライ

あるのに対し障害者死亡率が3.5％であったとの被

ゼーション｣ というタイトルで視覚障害者でありな

災状況報告があり、各自治体で災害時要援護者支援

がら落語家、また音楽療法士という職業に就かれる

プランの見直しに取り組んでいることとは思います

までの経緯やご苦労を随所にユーモアを交えお話し

が、私たち障害者の親も家庭での避難体制の見直し

くださいました。福点さんが障がい者理解のポイン

や行政への働きかけをさらに行っていかなければと

トとして挙げられていた中に ｢人との出会い｣「障

思いました。そして何より日頃から情報収集やコ

害ではなくその人を理解する」があり、ご自身も養

ミュニティーを大切にしてテーマにあるように

護学校での恩師やご友人、師匠である桂福団治氏と

（ちょっと言い古された感もありますが）
『絆』を再

の出会いに感謝し歩んでこられたからこそ現在の生

確認しておくことが肝心であると感じました。

活を築いていらっしゃるのだと思いました。また、

最後に、大震災から一年半が経過してもなかなか

「障害ではなくその人を…」ということは本当に大

復興が進まない中、福島県に替わって開催県として

事なことでありながら奥が深くて難しく、私自身わ

の役割を果たしてくださった宮城県肢連の皆様に感

が身を振り返り反省させられる言葉でした。

謝申し上げます。

江 東 区

思い出深い仙台での全国大会に参加して
代表

松井

多美子

私達江東区は本年度より東肢連に参加させて頂き

さな会ですが諸先輩方のご指導をうけながら多くの

ました新しい父母の会です。会員数も30名程度の小

事を学ばさせて頂きたいと思います。宜しくお願い
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いたします。

心に残る４つの言葉がありました。自分の障害を

６月の関東甲信越の大会に初めて参加させて頂き

理解する。障害ではなくその人を理解する。障害の

大変勉強になりました。全国大会の仙台にも是非と

重い軽いは関係ない。人生の落し物を拾う。今まで

も参加させて頂きたいと思いました。仙台は震災前

少し自分のこれからに迷いがありましたがこの言葉

に野球好きの仲間達と３度訪れた思い出の地でも有

を聞いて自分の考えを信じ進んで行こうと思いまし

りました。車イスでの移動にも不便さを感じる事無

た。

く多くの皆様にお世話に成り多くの思い出をつくる

２日目のフォーラムも勉強になることが多く自分

事が出来ました。そんな思い出深い仙台での全国大

たち地域の防災を再度見直し万一の場合、心をつな

会。当日はジャズフェスティバルの開催と仙台駅前

いでいけるようにと思いました。

は大変賑わっていました。会場に入ると関係者の皆

大会に参加させて頂き思った事は、地域の方々に

さん大勢のボランティアの皆さんの温かい出迎えを

私たち障害児者家族を理解していただき自分達も自

受けとても感動しました。開会式、シンポジウム、

ら皆さんの中に飛びこんで行く事の大切さを学びま

記念講演と勉強に成る事ばかりで必死でメモを取り

した。とても有意義な２日間でした。来年も沖縄に

ました。

多くの会員の皆さんと参加したいと思います。

葛 飾 区

初めての全肢連全国大会に参加して
副会長

仙台市で行われた全肢連全国大会に参加させてい

渡辺

典子

と思います。

ただきました。東日本大震災の被災地での開催とい

今回、初めて母（私）が1泊不在という不安な中

うことで、さまざまな思いを持って向かいました。

での参加でした。身体障害1級の17歳の娘を土曜日

仙台は大へん活気にあふれ、当日もジャズフェスタ

の朝に区内の施設に預け、仙台で１泊して、日曜日

が開催され多くの人で賑わい、東北は前へ向かって

の大会終了後に新幹線で夕方には東京に戻り、夜に

歩んでいるのだと感じました。

は娘を引き取るというタイトなスケジュールでした。

大会の第三部のテーマ「災害を乗り越えて幸せに

更に、小中学校は土曜授業があり、中学２年の息子

暮らすには～己の持つ絆を再確認しよう～」のパネ

の防災引き取り訓練に行き、小学１年生の娘の遊ぶ

ルディスカッションでは東北各県からのパネリスト

予定をママ友と調整して「あとは、もうどうにかな

の方の震災時の体験をお聞きしました。東京では、

るだろう」と、主人には牛たん弁当をお土産に買っ

首都直下地震の発生が危惧されているため、東北の

てくるという約束で、ようやく家を出発しました。

みなさんの体験を学び次に備えてこそ、大会の意義

途中、息子から探し物の電話がありましたが、自宅

があるのではないかと思いました。さっそく、葛飾

に帰ってみると、多少台所の洗い物がありましたが、

区での災害時における障害者支援・福祉避難所の設

大きな混乱はなく、母が不在でも「なんとかなるも

置等について、区の福祉課の方に確認したところ、

んだ」と、ちょっと安心しました。

現在整備を進めている最中であるとの回答でした。

そして私も先輩方と月例会とは違うさまざまな話

大会の開催要項にあったように、自助・共助・公助

が伺えたりと、有意義な時間を過ごすことができま

の体制を如何に整備するべきか、そのために父母の

した。支えてくれた家族や先輩方ありがとうござい

会はどうあるべきかを考える貴重な機会となりまし

ました。

た。そのうえで、地域での行動をおこしていきたい
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JDF 地域フォーラム in 東京

Vol. 2 開催

障害者差別禁止法を考える !
日

時：11月13日（火）14：00 ～ 18：00

場

所：タワーホール船堀

5F 小ホール

主

催：JDF 地域フォーラム in 東京実行委員会

協

賛：日本障害フォーラム（JDF）

第一部
＜基調講演＞テーマ：
「どうなる？障害者差別禁止法」～部会提言が示したもの～
講

師:東

俊裕氏（内閣府 障害者制度改革担当室室長）

＜特別報告＞「障害のある人もない人も共に安心して暮らせる八王子づくり条例」について
報告者：高橋 義人氏（東京都知的障害者育成会副理事長）
第二部
＜パネルディスカッション＞
テーマ：「差別禁止法ができたら、何が変わる？何が変えられる？」
コーディネーター ：森 祐司氏（JDF 政策委員会委員長）
コメンテーター

：尾上 浩二氏（JDF 障害者権利条約小委員会委員長、障害者政策委員会委員）

パネラー：上原 明子氏（東京都手をつなぐ親の会会長、東京都知的障害者育成会理事長）
：斉藤 紀恵氏（東京都精神障害者団体連合会事務局長）
：大野 更紗氏（難病当事者、作家、
「困ってるひと」著者、差別禁止部会委員）
：おしどりマコ・ケン（フリー記者、吉本所属芸人、現代美術家）
＜指定発言＞
発言団体 : 東京都聴覚障害者連盟 ・ きょうされん東京支部
開会にあたり、来賓の東京都福祉保健局障害者施策推進部長の山岸徳男氏からご挨拶をいただいた後、東
氏の基調講演に移った。去る９月に取りまとめられた差別禁止部会の意見の概要を中心に説明された。何が
差別に当たるのか、基準を示し多くの人に行き渡れば、差別は防止できる。その共通の物差しを作るのが目
的で、差別した人を処罰するのが目的ではない。また、紛争になった場合に当事者間の調整や調停で話し合
いをして解決することを基本とする仕組みを作り、それで解決されない場合は裁判所の司法判断に委ねるこ
とになる、と解説された。
続く特別報告では、平成23年12月に都内ではもちろん、全国1728市区町村の基礎自治体のトップを切って
八王子市で、どうしてこの条例が出来たのか。その経緯や特色等について、条例の成立に深く係った立場か
ら高橋氏が報告された。
二部のパネルディスカッションでは、各パネラーが差別的な扱いを受けた体験の事例を挙げながら話され
た。それを受けて尾上氏は、差別禁止法は権利条約や障害者基本法が目指すインクルーシブな社会の実現を
法的に後押しするものだが、意見書がどこまで反映されるかハードルは高い。基本法や支援法が厚労省の事
柄なのに対し、この法律は教育界、労働界、経済界等、様々な分野にわたるので、それぞれの関係者の理解
を得て一緒に作っていく立場に立ってもらい、しっかり作り上げて権利条約の批准に持っていきたい。と決
意を語られた。
最後に「JDF 東京アピール」が提示され、全会一致で採択された。
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11.13 JDF 地域フォーラム in 東京アピール
2010年１月12日、第１回障がい者制度改革推進会議の冒頭、当時の担当大臣であった福島瑞
穂氏から推進会議に３つの重点課題が与えられた。まずは「障害者基本法の抜本改正」
、続い
て「障がい者総合福祉法（仮称）の制定」
、そして「障害者差別禁止法の在り方」
。いずれも障
害者権利条約の締結に向けて必要なものであり、こうした国内法の整備が、この会議に与えら
れた使命であった。
最初に取り組んだ障害者基本法の抜本改正では、推進会議が取りまとめた第二次意見の内容
からは後退を余儀なくされ３年後の見直しに課題を残したものの、誰も排除されないインク
ルーシブ社会の実現が目的に掲げられ、障害者の定義では社会モデルの観点を反映させ、対象
も包括的に捉えられるなど、権利条約の理念が随所に盛り込まれた。
２つ目の課題であった障害者総合福祉法（仮称）の制定については、昨年８月末に、
「障害
者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」が取りまとめられた。この骨格提言は、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
とめられたものであり、またそれは、国連の障害者権利条約と自立支援法訴訟団との基本合意
文書を基本指針に、障害を社会モデルで捉えた「あるべき姿」であった。最終的に法律として
成立した「障害者総合支援法」は、骨格提言の示した「あるべき姿」からは程遠いものとなっ
てしまったが、
「段階的、
計画的に骨格提言の内容を実現していく」との小宮山厚生労働大臣（当
時）による国会答弁がなされ、多くの項目が３年後の見直し規定に課題として積み残された。
そしていよいよ３つ目の課題であり、権利条約批准の為に欠くことのできない「障害者差別
禁止法（仮称）
」の登場である。差別禁止部会が本年９月に取りまとめた「障害を理由とする
差別の禁止に関する法律の制定等に関する差別禁止部会の意見」は、障害のない人が当たり前
に享受している社会参加の機会を障害者も同等に享受できる社会にするという、機会の不均
等・不平等を是正し、権利条約や基本法が強調しているインクルーシブな社会の構築を法的に
後押しするものである。
我々は願い、誓う !
・社会への完全参加と平等を。
・法律を根拠に、あからさまな差別に怯まず、無意識の差別には根気強く対峙し、誰も排除し
ない、排除されないインクルーシブな社会を構築することを。
・障害者のみならず、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。
・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。
そのために、 私たちはこの国の政治家、官僚に強く要望する !
１．差別禁止部会意見を最大限に尊重し、障害を理由とした差別を禁止し、社会参加の機会を
是正する障害者差別禁止法（仮称）の制定を !
２．障害者基本法及び障害者者総合支援法で積み残された課題解決に向けて、着実且つ誠実な
具体的取り組みを !
３．障害者差別禁止法（仮称）制定なしでの国連障害者権利条約の批准は行わぬことを！
Nothing about us, Without us!
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＜ JDF 地域フォーラムｉｎ東京実行委員会＞
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10月
現在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）／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）
（記録・構成）広報部

事 務 局 通 信
・平成25年

東肢連新年会は下記の日程にて行われます。

日

時

平成25年１月12日
（土）

会

場

上野精養軒

開

会

12時30分

３階

桜の間

今回はアトラクションとして湯島天神「白梅太鼓」さんに出演いただく予定です。
皆様の参加をお待ちしております。
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