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　第86回定期総会が5月20日（水）、11時より豊島
区勤労福祉会館において出席22地区（うち委任状1
地区）により開催されました。
　上野.賢事務次長の司会進行により開会、高橋勝幸
会長の挨拶に続き、鈴木久美子氏を議長に選出。議
事録署名人に鈴木満里子氏、鈴木真理子氏を選任し
たのち議案審議に入りました。
　第１号議案の平成26年度事業・活動報告が秋本裕
美常務理事よりなされました。次に、第２号議案の
平成26年度収支決算報告が上野事務次長より説明さ
れ、続いて第3号議案の会計及び業務監査報告が田
中淳子監事よりなされました。
　尚、内藤由美監事より監査を終えて、今後に期待
することとして
1 .．.一般社団法人に移行して 1 年目の今年は様々な
ご苦労があったことと思います。高橋会長を始め

として、河井副会長、常務理事の方々、また各地
区理事の皆さんがそれぞれの担当の担い手になろ
うと頑張ってくださったことに感謝いたします。
参加各地区にとってこの連合会の役割がより意義
あるものとなるよう、密なる連携を取りながら、
今後とも協力して頂きたく願います。運営資金（財
源）の確保はますます厳しくなってくるものと思
われます。自助努力による益金の増加に知恵を絞
り、安定運営を目指していくことの必要を強く思
います。

2 .．連合会活動の活性化を目指しての試みとして実
施しております<ブロック情報交換会>も、それ
ぞれに特色ある情報交換会が開催されたとお聞き
しております。回り持ちでの開催の良さは役員以
外の会員もこのブロック情報交換会には参加しや
すいことですので、今年もよリ一層の交流が持て
る機会となりますよう期待いたしております。

3 .．平成26年度は総務部で防災についての取りまと
めをして頂き大変参考になりました。各地区にお
いては、防災計画にいかにして災害弱者への配慮
ある取り組みがなされているか、注目し、その推
進に向けて強く要望していることと思います。今
後も地区情報を知り得る企画をお願いしたいと思
います。

4 .．地域父母の会におかれましては、新年度を迎え
て、新役員をお迎えするのに苦慮なさっている会
もあるかと思います。父母の会の役割、存続の必
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葛飾区会長挨拶

葛飾区肢体不自由児者父母の会
会長　田原　弘美

　　今年度、総会で会員の皆さまにご承認をいただ
き、葛飾区の会長を務めさせていただくことになり
ました。
　めまぐるしく変わる福祉制度の中で、いろいろな

事が各地域で行われるようになってきました。その
ことにより地域格差が生じてくるのでは、と懸念し
ております。東肢連において、様々な声を聞き、情
報として会員に発信し、私たち親は今、何をしてい
けばいいのか一緒に考えていきたいと思っています。
　親も高齢化がすすみ、不安も抱えておりますが、
障害のある子供たちが地域の中で安心して生活して
いけるような社会を目指し、微力ではありますが皆
さまのお力をお借りして努力してまいりますので、
よろしくお願い致します。

渋谷区会長挨拶

渋谷区肢体不自由児者父母の会
会長　遠藤　美砂子

　今年度、定期総会におきまして承認を受け、会長
を務めさせていただくことになりました。
　渋谷区肢体不自由児者の父母の会は、昭和34年に
発足しております。諸先輩方が積み上げてこられた
ことを大切にして、「地域で暮らすをあたりまえに」
のスローガンのもと、生まれ育った地域で安心して
暮らしていけることを目指して活動してまいります。

　現在、渋谷区の会員数は30名ほどで、重度重複や
在宅の方も多く活動に積極的に参加される人が少な
い状況です。
　肢体不自由児者への理解、医療ケアや諸施設の不
足等取り組まなくてはならない課題も山積していま
すが、声を上げる方々も少なく、自らのため、さら
には後からの人のためへの新たな取り組みに携わる
ことには消極的です。
　東肢連の皆さまからの情報を地域でも共有して、
前向きな取り組みに生かしていけるようにしてまい
りたいと思っております。
　微力ではございますが、ご指導ご鞭撻を賜ります
ようよろしくお願いいたします。

地区新会長就任挨拶

要等、粘り強くお話して、父母の会の将来ヘの担
い手を増やしていってほしいと思います。

　以上の4点が話されました。
　次に、3つの議案の採決に移り、異議なく承認さ
れました。
　続いて第4号議案の平成27年度事業及び活動計画
案が秋本常務理事より、第5号議案の平成27年度収
支予算案が上野事務次長より説明され、これらの2
議案も採決の結果承認され、.11時40分に閉会しまし
た。
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平成26年度　事業及び活動報告

　定款に基づき次の事業を実施した。
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。（定款第4条第1
号事業）

（1）.会報「東肢連」を発行した。
発行時期：.第63号（7月）、第64号（11月）、.

第65号（3月）
配布先：.会員全員、関係機関、関係団体（特別

支援学校長・同PTA等）
（2）講演会を開催した。

日　時　平成26年5月21日（水）
会　場　豊島区勤労福祉会館
テーマ　「障害者権利条約とバリアフリー」
講師　.東洋大学ライフデザイン学部.

　人間環境デザイン学科教授　川内美彦.氏
（3）研修大会（学習会）を開催した。

日　時　平成26年11月21日（金）
会　場　世田谷区三茶しゃれなあどホール
テーマ　..「在宅の重度障害児者の地域生活支援

について」
説明者　NPO法人地域ケアさぽーと研究所所長
　　　　飯野順子.氏

. 　　（参加者80名）
（4）..第47回全国肢体不自由児者父母の会連合会全国

大会（愛知大会）に参加した。
日　時　平成26年9月6日（土）〜7日（日）
会　場　ロワジールホテル豊橋（愛知県豊橋市）
　　　　参加人数　38人

（5）..第51回関東甲信越肢体不自由児者父母の会連合
会栃木大会に参加した。
日　時　平成26年7月12日（土）
会　場　ホテルニューイタヤ（栃木県宇都宮市）
　　　　参加人数　77人

（6）..平成26年度関東甲信越ブロック地域指導者養成
研修会に参加した。
日　時　平成26年9月27日（土）〜28日（日）
会　場　海老名市総合福祉会館（神奈川県）
第 1 日　テ.ー.マ　「.肢体不自由児者と家族のた

めの成年後見制度」

基調説明　相談センターゆいまーる所長
. 田中　晃.氏
第2日　テ.ー.マ　「相談支援」

（7）..東京都共同募金会の「赤い羽根共同募金」に協
力した。
実施時期：平成26年 10月1日より12月31日まで

（8）全国肢体不自由児者父母の会連合会発行の「わ」
及び「全肢連情報」・「いずみ」その他福祉に関
する図書を各地区役員に配布した。

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。（定款第4条第2号事業）

（1）.東京都障害者団体連絡協議会に出席協力した。
（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し
た。（東京都青少年・治安対策本部）

（3）東京都立盲・ろう・養護学校総合文化祭に後援
団体として協力した。

（主催東京都教育委員会、東京都立盲・ろう・養護学
校文化連盟）

（4）12月3日に開催された「障害者週間記念の集い」
ふれあいフェスティバル式典・記念の集いに参
加協力した。（東京都福祉保健局）

（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、協力し.た。

（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.した。

（7）東京都障害者福祉会館運営懇談会委員及び相談
員として協力した。

（8）防災対策の取り組みに対するヒアリングに参加
した。（東京都福祉保健局）

（9）その他行政庁の行う諸施策については積極的に
協力した。

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�（定款第4条第3号事業）

　次の21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るため、
さわやかキャンプ・レクリエーションを実施した。
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地区名 実施日 実施場所
足立区 11月15日 八景島シーパラダイス
板橋区 8 月30日〜31日 袋田温泉思い出浪漫館
江戸川区 11月16日〜17日 栃木県　那珂川苑
大田区 6 月 7 日〜 8 日 鴨川ヒルズリゾートホテル
葛飾区 12月20日 二葉会館
北　区 10月18日 北区障害者福祉センター別館
江東区 11月15日〜16日 ホテルニュー塩原
渋谷区 11月12日 木更津アウトレット
品川区 8 月10日〜11日 冬桜の宿　神泉
新宿区 12月 7 日 区立新宿養護学校
杉並区 10月19日 浴風会浴風園大ホール
墨田区 6 月28日〜29日 鬼怒川観光ホテル他
世田谷区 10月16日〜17日 ディズニーシーと道楽園
台東区 9 月20日〜21日 鬼怒川温泉ホテル三日月
中央区 10月26日 中央区福祉センター
中野区 11月16日〜17日 鴨川温泉
練馬区 12月 7 日 光が丘区民センター
小平市 8 月30日 小平福祉会館
府中市 8 月29日 府中けやきの森学園
三鷹市 6 月21日〜22日 群馬県みなかみ町
武蔵野市 11月30日 吉祥寺第一ホテル

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。（定款第4条第4
号事業）

（1）全社協主催の研修会出席
　全社協が主催する研修会・学習会に参加した。

�5．管理・運営事業　.
（1）行政施策に関する提案・要望書を東京都へ提出

した。
　「肢体不自由児者の福祉施策に対する要望書」
を東京都知事宛提出した。平成26年7月22日、
福祉保健局及び教育庁及び都市整備局へ内容を
説明し要望した。
　また、8月26日に共産党、9月9日に自由民
主党、公明党、民主党、の都議会各会派に同様
の要望書を提出し説明要望した。

（2）.平成26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.局長合同会議に出
席した。

日　時　平成26年4月23日（木）
会　場　宇都宮市ホテルニューイタヤ
日　時　平成26年11月5日（水）
会　場　水戸市茨城県立県民文化センター
日　時　平成27年3月4日（水）
会　場　水戸市ホテルレイクビュー水戸

（3）新年会を開催した。
日　時　平成27年1月17日（土）
会　場　上野精養軒
　　　　参加人数　会員87名、来賓34名

（4）平成26年度全国肢体不自由児者父母の会連合会
総会に出席した。
日　時　平成26年5月17日（土）
会　場　豊島区勤労福祉会館

（5）第85回定期総会を開催した。
日　時　平成26年5月21日（水）
会　場　豊島区勤労福祉会館
議　題　..平成25年度事業・活動報告及び.

収支決算報告
平成26年度事業・活動計画及び.
収支予算案
役員改選

（6）理事会、常務理事会を必要に応じて開催した。
理事会　4月12日、7月19日、10月11日、
　　　　2月14日
常務理事会　4月12日、5月10日、2月14日

（7）地区連絡会を原則として毎月開催した。
地区連絡会　...4 月 12 日、5 月 10 日、6 月 14 日、

7月19日、9月13日、10月14日、.
11月8日、12月13日、2月14日、
3月14日

（8）総務部会、福祉部会、広報部会を随時開催した。
総務部会　7月19日、9月30日、11月8日
福祉部会　5月29日、9月13日、3月14日
広報部会　..5月21日、7月4日、8月8日、.

10月11日、11月30日、2月14日、
3月27日
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平成26年度　決算報告

平成26年度　収��支��計��算��書
平成26年4月1日.から.平成27年3月31日

＜収入の部＞. （単位：円）
科　　　　目 予 算 額（A） 決算額（B） 差異（A-B） 備　　考

.会費収入 （ 1,036,000.） （ 1,044,000.） （ ▲.8,000 ）
正会員会費収入 1,020,000. 1,025,000. ▲.5,000 22地区
賛助会員会費収入 16,000. 19,000. ▲.3,000

.事業収入 （ 1,300,000.） （ 1,200,000.） （ 100,000 ）
参加事業収入 1,300,000. 1,200,000. 100,000 新年会他

.補助金収入 （ 5,900,000.） （ 6,002,459.） （ ▲.102,459 ）
公共補助金収入 300,000. 300,000. 0
民間補助金収入 5,100,000. 5,232,459. ▲132,459
民間助成金収入 500,000. 470,000. .30,000 さわやかキャンプ

.寄付金収入 （ 22,000.） （ 22,000.） （ 0 ）
寄 付 金 収 入 0. 0. 0
募　金　収　入 22,000. 22,000. 0 赤い羽根募金

.雑収入 （ 151,000.） （ 206,581.） （ ▲.55,581 ）
受　取　利　息 1,000. 1,281. ▲.281
雑　　収　　入 150,000. 205,300. ▲.55,300

繰入金収入 0. 0. 0
繰 入 金 収 入 0. 0. 0

当期収入合計（a） 8,409,000. 8,475,040. ▲.66,040
前期繰越収支差額 6,851,000. 6,851,519. ▲519
収.入.合.計　.（b） 15,260,000. 15,326,559. ▲.66,559

＜支出の部＞. （単位：円）
科　　　　目 予 算 額（A） 決 算 額（B） 差異（A-B） 備　　考

.事業費 （ 5,250,000.） （ 4,656,417.） （ .593,583 ）
社会啓発事業費 3,200,000 3,452,007 ▲.252,007 会報、各大会
家庭療育事業費 1,000,000 842,451 157,549 さわやかキャンプ他
調査研究事業費 800,000 100,515 699,485 福祉部活動費
通 信 事 業 費 250,000 261,444 ▲.11,444 ホームページ運営費

.管理費 （ 4,053,000.） （ 3,813,402.） （ 239,598 ）
会　　議　　費 100,000 26,729 73,271 理事会他
旅費・交通費 50,000 38,370 11,630 職員交通費他
通信・運搬費 200,000 239,712 ▲.39,712 電話・メール他
印刷・製本費 120,000 120,000 0 コピー代
賃　　借　　料 777,000 777,600 ▲.600 事務所賃借料
消　耗　品　費 200,000 218,235 ▲.18,235 事務用品等
会　　場　　費 50,000 36,200 13,800
負 担 金 支 出 380,000 390,000 ▲.10,000 全肢連会費他
諸　　謝　　金 0 0 0
公 租 ・ 公 課 0 0 0
寄 付 金 支 出 23,000 24,000 ▲.1,000 共同募金会
人　　件　　費 1,653,000 1,631,340 21,660 税理士等報酬含む
光　　熱　　費 120,000 120,000 0 電気代他
慶　　弔　　金 80,000 46,200 33,800
雑　　　　　費 300,000 145,016 154,984 登記料他

.事業費.・.管理費　合計 9,303,000 8,469,819 833,181

.繰入金支出 0 0 0
繰 入 金 支 出 0 0 0

.予備費 5,957,000 0 5,957,000
予　　備　　費 5,957,000 0 5,957,000

.当期支出合計（c） 15,260,000 8,469,819 6,790,181

.当期支出差額.（a）‐.（c） ▲6,851,000 5,221 ▲6,856,221

.次期繰越収支差額（b）‐.（c） 0 6,856,740 ▲6,856,740
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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（66号）、11月（67号）、.

3月（68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27年5月20日（水）定期総会時

会　場　豊島区勤労福祉会館
テーマ　虐待から権利条約を考える
講　師　石渡和実氏

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27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35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22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22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　研修大会の開催
　平成27年度東肢連研修大会を開催する。

日　時　平成27年11月20日（金）
会　場　墨田区曳舟文化センター
テーマ　未定
講　師　未定

②.　第49回全国肢体不自由児者父母の会連合会全
国大会（香川大会）に参加する。
日　時　平成27年9月12日（土）・13日（日）
会　場　香川県高松市サンポートホール高松

③　第52回関東甲信越肢体不自由児者父母の会連
合会茨城大会に参加する。

平成27年度　事業及び活動計画
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日　時　平成27年7月11日（土）
会　場　茨城県立県民文化センター

④.　第38回全国特別支援教育振興協議会に参加す
る。
日　時　平成27年12月4日（金）
会　場　..国立オリンピック記念青少年総合セン

ター研修室
⑤.　平成27年度関東甲信越ブロック地域指導者養

成セミナーに参加する。
日　時　平成27年8月22日（土）・23日（日）
会　場　長野県上田市

⑥　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86回定期総会の開催

日　時　平成27年5月20日（水）
会　場　豊島区勤労福祉会館

②.　理事会を原則として年4回（4月、7月、10月、
2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.　ブロック情報交換会を各ブロック毎に年1回

開催する。
⑥.　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）
⑦.　平成27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27年10月6日）

⑧.　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27年5月16日）

⑨.　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。
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平成27年度　収支予算

平成27年度　収��支��予��算
平成27年4月1日.から.平成28年3月31日

＜収入の部＞. （単位：千円）
科　　　　　目 26年度予算額 27年度予算額 増 減（▲） 備　　考

.会費収入　　　　　　 ......（1,036） ......（1,061） .....（25）

...正会員会費収入 　.....1,020 　.....1,025 ........5 .22地区

...賛助会員会費収入 .........16 .........36 .......20 .東京在宅サービス他

.事業収入　　　　　　 　　..（1,300） ......（1,300） .......（0）

...事業参加収入 　　...1,300 　.....1,300 ........0 .

.補助金等収入 .....（5,900） .....（6,010） 　..（110）

...公共補助金収入 　　　..300 　　　..300 ........0 .赤い羽根共同募金

...民間補助金収入 　.....5,100 　.....5,100 　......0 .自販機還元金

...民間助成金収入 　　　...500 　　　..610 ......110 .さわやかキャンプ

.寄付金収入　　　　　　 　　...（22） 　　...（22） .......（0）

...寄 付 金 収 入 　 　　　　　　 ...........0 　　　　　.0 ........0

...募　金　収　入　　　　　　　 　　　　..22 　　　....22 ........0 .赤い羽根募金

.雑収入　　　　　　 ......（151） ......（151） ......（0）

...受　取　利　息　　　　　　　 　　　　　.1 　　　　　.1. ........0

...雑　　収　　入　　　　　　　 .........150 .........150 ........0 島手そうめん

.繰入金収入　　　　　　 ...........0 ...........0 ........0

...繰.入.金.収.入 ...........0 ...........0 ........0
当期収入合計（A）　　　　　　　　 　.....8,409. 　.....8,544 ......135
前期繰越収支差額　　　　　　　　　　.....6,851 　.....6,856.. .........5
収入合計（B）　　　　　　　　 ......15,260 ......15,400 .......140

＜支出の部＞. （単位：千円）
科　　　　　目 26年度予算額 27年度予算額 増 減（▲） 備　　考

.事　　業　　費 　...（5,250） 　...（5,450） 　.....（200）
　社会啓発事業費　　　　　　　　. .......3,200 　.....3,300 100 会報・各大会
　家庭療育事業費　　　　　　　　. .......1,000 .......1,000 ..　.　...0. さわやかキャンプ他
　調査研究事業費　　　　　　　　. ........800 ........800 ..........0 福祉部活動費
　通 信 事 業 費 　　　　250 ........350 ........100 ホームページ運営費
.管　　理　　費 .....（4,053） .....（4,008） ...　.（▲45）

会　　議　　費 .........100 　　　....80 ........▲ 20. 理事会他
旅 費 交 通 費 　 　 　 　 　 　 　 　....　....50 ..........50 ...........0 職員交通費他
通 信 運 搬 費 　 　 　 　 　 　 　 　.........200 .........210 ..　　.　.10 電話・メール他
印 刷 製 本 費 　 　 　 　 　 　 　 　.........120 .........120 .　　　....0 コピー代
賃　　借　　料 .........777 .........777 ...........0 事務所借料
消　耗　品　費　　　　　　　　 .........200 .　......200 ...........0 事務用品等
会　　場　　費 ....　　..50 　...　...35 ........▲ 15
負 担 金 支 出 　 　 　　　　　　　　　　.380 .　　　　390 ..　　　..10 全肢連会費他
諸　...謝...　金 ...........0 ....　　...0 ...........0
公　租　公　課　　　　　　　　 ...........0 ...　　...70 ...　　.　70 都民税
寄 付 金 支 出 　 　　　　　　　 .......　.23 ..........23 ...........0 共同募金会
人　　件　　費 ........1,653 ........1,653 ...　......0 税理士等報酬含む
光 熱 ・ 水 費 　 　　　　　　　 .........120 　　　...120 ...　　.　.0 電気代他
慶　　弔　　金 ..........80 　　　....80 ........　.0
雑　　　　　費 .........300 .........200 .......▲ 100 振込手数料他

.事 業 費 ･ 管 理 費　合計 .......9,303 .......9,458.. .........55

.予　　備　　費 .....（5,957） .....（5,942） .....（▲15）

...予　　備　　費 .......5,957 .......5,942.. .......▲ 15

.当期支出合計（C） ......15,260 ......15,400 ........140

.当期支出差額（Ａ）－（Ｃ） .....▲ 6,851 .....▲ 6,856. ........▲ 5

.次期繰越収支差額（Ｂ）－（Ｃ） ...........0. .......　　0 　　.　　　0.
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�総論�

　東京都におかれましては、日頃より当連合会に対
しまして、格別なご支援ご理解を戴き感謝いたして
おります。
　この度、平成26年2月には国連による「障害者に
関する権利条約」が批准、発効され、また障害者差
別解消法も平成28年に施行されます。
　権利条約が示している、“どんなに障害が重くて
も、他の人と同等の権利を有する共生社会の実現”
という理念に基づき、当連合会が提示いたした、障
害者が地域生活を過ごすうえで社会的障壁となって
いる要望事項について、東京都としてどのように対
応要領に反映させ、また合理的にご配慮いただける
のかお示しください。

1.  都立療育センターについて

①. 東部療育センター、よつぎ療育園ともに通所の
希望者が多く通所日数が減らされています（よつ
ぎ療育園では週5日通所が27年度から週4日）。毎
年、医療的ケアの必要な特別支援学校卒業生を受
け入れなければなりません。また、医療の発展に
より濃厚な医療的ケアを必要とする障害児者は増
加の傾向にありますが、看護師のみ常駐しており
医師の居ない施設では、このような重症児者のケ
アは困難です。東部地区に第3の重心通所施設を
作るか、よつぎ療育園を拡大してください。

②. 東部療育センターができてから10年の間に入所
できた人は数人です。親自身も介護が必要ながら
子どもを介護している家庭もあり、医療的ケアの
必要な子を持つ親は親亡き後のことが心配です。
また、地域のグループホームで医療的ケアを行え
るようになっても限度があります。このような状
況を踏まえ、重心入所の拡充をお願いします。

③. 府中療育センターの短期入所・外来・通所の定

員をニーズを踏まえたものにしてください。特に、
短期入所については、呼吸器を使用している者も
含めて希望する日数を利用できるよう体制を整備
してください。

2.  住まいの場について

①. グループホームの設置が進むように、積極的に
都有地を提供してください。また、公営住宅の建
て替えの際には余剰地や1階部分にグループホー
ムを建設してください。

②. グループホームの施設整備費補助を増額してく
ださい。

③. 医療的ケアや手厚い介護が必要な障害者であっ
てもグループホームで住み続けることができるよ
う、夜間介助者配置のため重度加算を増額してく
ださい。また、グループホームでの訪問看護の活用
が進むよう市・区とともに対策を講じてください。
・療育センターの入所待ちは年々増加しています。

保護者の高齢化・親の介護などの理由により重
症の障害児者を家庭では抱えていけない切羽詰
まった家庭がたくさんあります。重度重複障害
者が利用できるグループホームの設置をお願い
します。

④. 従来型の入所施設においては、職員配置を増や
すか日中生活介護施設に通所するなど、日中活動
を充実させてください。
新. 障害者の高齢化とそれに伴う重度化によって、

入所支援施設の不足が問題になっています。東
京都で建設するか市・区で建設する場合、2か
所目についても経済的な支援をしてください。

新. 東京都重度身体障害者グループホーム事業を
再開してください。

新. 日常生活に医療的ケアを必要とする重度重複
障害者や、発作時の座薬使用など、様々なニー

平成28年度　東京都への要望

（福祉部）
注）文中の新は新規要望項目
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ズに応えられる幅の広い居住支援施策を具体化
および推進し、必要な支援を質・量ともに保障
してください。

新. 現在のグループホームの運営では、重度の障
害者が入所できずに取り残されている現状です。
10名から20名入居できるグループホームができ
るよう、定員要件を緩和してください。
新. 在宅から施設へ入所すると、地域生活を支援

する移動支援等の市区の裁量により実施する
サービスは利用できなくなりますが、そのサー
ビスが使えれば休日に入所施設外での活動に参
加しやすくなり、より豊かな地域生活を享受す
ることができます。移動支援の利用が抑制され
ず、従前の地域生活が維持できるよう市・区に
指導してください。

3.  在宅支援について

①. 各地域の短期入所定員を増やせるように、市・
区に対し助成してください。また、看護師を配置
できるように予算措置をしてください。

②. ヘルパーの報酬単価を加算し、人材の確保に努
めてください。

③. 緊急時に地域の医療機関が障害児者を受け入れ
られるように指導、育成してください。また、必
要な治療データを共有できるようなシステムの構
築、整備をしてください。

④. 緊急一時保護を各市・区で確実に実施できるよ
う指導するとともに、職員並びに看護師を配置し
てください。

⑤. 医療的ケアの必要な者も含め、障害児者の緊急
一時保護を各市・区で実施できるよう指導してく
ださい。
新. ヘルパーによる入水介助を認めてください。
・.肢体不自由者には定期的なリハビリが必要です。

障害者の水泳はリハビリの観点からもとても効
果的で水泳（水治療）を行う者が増加していま
すが保護者一人では成人の障害者を抱えられず
入水できない場合も多くかつ危険です。
新. 18歳以上の成人への余暇活動支援の制度を

作ってください。
・放課後等デイサービスを受けていた障害児が18

歳を超えると放課後支援のような集団活動や余
暇活動はできません。成人障害者のQOLの維持
や余暇活動支援を望みます。

4.  通所施設の充実について

①. 施設整備費を拡充してください。
②. 介護職員による医療的ケアの実施が進むよう研

修制度の充実を図ってください。また、職員が研
修を受けられる体制整備をしてください。

③. 特別支援学校卒業後の受け皿として、現在不足
している日中活動の場である生活介護施設の建設
が進むよう市・区に働きかけてください。

④. 重症心身障害児（者）通園事業については、引
き続き市・区に対する支援を行ってください。

⑤. 福祉施設職員の報酬単価を加算し、人材の確保
に努めてください。

⑥. 施設整備のために都有地を積極的に提供してく
ださい。
新. 肢体不自由児（医療的ケアが必要な者を含む）

が利用できる、放課後等デイサービス事業の整
備が進むようなお一層支援してください。

5.  防災について

①. 二次避難所に指定されている福祉施設において
は、非常用電源、食形態にあった食料の確保等が
進むよう助成、指導してください。また、都立施
設においては、積極的に二次避難所として指定さ
れるよう市・区と協議してください。

6.  補装具について

①. 訪問判定を都内全域で実施してください。
・現在、18歳未満の児童に対しては区市における

判定が認められているのに対し18歳からは心身
障害者福祉センターに出向き判定を仰ぐことと
なっています。これは、成長期にあたる児童に
対しての配慮と思われますが、成人の障害者も
二次障害の予防等の観点から姿勢を正しく保つ
ことが重要で、より細やかなシーティングが必
要です。しかしながら、障害の重度化や保護者
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の高齢化によりセンターに行くことが困難に
なっています。ぜひ都内全域での判定を再考し
てください。

②. 補装具の支給については、台数、使用年数など
障害の状況や体型の変化、生活環境等に対応でき
るよう柔軟に支給決定をしてください。
新. 心身障害者福祉センターで行う車イスなどの

申請審査は、遠方から出向かなければならない
障害者の状況等も考慮して時間の変更をするか
枠を増やしてください。

・.現在は、午前9時からと午後1時からの2枠し
かなく、午前9時に戸山まで行くには、通勤時
間の電車は混雑していて乗れないので、どうし
てもタクシーを使って行くことになります。居
住地域によっては往復1万円以上もかかります。
せめて、もう少し遅い時間帯か、午後に2枠に
していただけると障害者にとっては利便性が増
すと思います。

7.  地域間格差の解消について

①.『サービス等利用計画書』に沿った適切なサービ
スが受けられるよう、市・区に指導するとともに
提供事業者のサービスの質と量を確保できるよう
にしてください。また、地域間格差が生じないよ
うに指導してください。
新. 通院・入院時もヘルパーの付き添いができる

よう、市・区に指導してください。
・現在、地域生活支援事業の意思疎通支援で入院

時のヘルパー付き添いは地域の実情に応じて行
われていますが、地域により運用状況に差があ
り私費でヘルパーによる付き添いを頼んでいる
ケースも多くあります。必要な人に対して、「意
思疎通支援」でケアできるように、地域間格差
の解消を要望いたします。
新. 移動支援は市・区の裁量で支給されています。

重症心身障害児者も支給対象の区も多い中、多
摩地域では条件付きでの支給の地域もあります。
毎年、市に要望を出していますが重症心身障害
児者は対象外で支給されません。障害者差別解
消法に抵触するという声も出ていますので、重
症心身障害児者であっても支給対象とされるよ

う都より市・区へ働きかけてください。
　　また、通所、通学の送迎の利用要件について

も地域間格差が生じないよう市・区へ指導して
ください。

8.  心身障害者（児）医療費助成について

新. 現在ある心身障害者（児）医療費助成（マル
障）の保護者の所得に応じた支給を見直してく
ださい。

・現在、マル障医療証については20歳未満は保護
者の所得に応じて支給されています。その他の
手当や医療費についても保護者所得に応じた支
給であり、全て使えない家庭が多くありますが、
上限額ギリギリの所得があるために支給対象と
ならないが高額の医療費がかかる家庭では、重
度重複障害児が必要な医療を受けられない状況
が生じています。マル障医療証に関しては高額
な医療費がかかる重度の障害児の状況をご理解
の上、保護者の所得制限に段階を設けるか、特
に高額な医療費のかかる者に対しては救済措置
を講じるなど対策を検討してください。

9.  バリアフリーについて

①. 都営地下鉄各駅にエレベータならびにユニバー
サルトイレ（介助用ベッドがあるもの）を設置し
てください。また、民間鉄道会社各駅にも同様の
働きかけをしてください。
新. 都心の大きな道路には歩道橋が設置されてい

るところが多くガードレールの切れ目もなく車
いすの横断が困難なことが多いです。歩道橋に
はスロープもしくはエレベーターの設置をする
など、いかなる場所でも車いす利用者が通行可
能なルートを1つ以上確保してください。

新. 野球場、映画館、コンサートホールなどに車
イス席の数を増やすとともに、前席の観客が立
ち上がっても観覧可能になるよう、また同伴者
席を後部でなく横に設置するよう都立施設にお
いて率先して実施してください。

新. 公共施設のエレベーターは17人乗り、24人乗
りなどストレッチャーが入れる大きさにしてく



12

ださい。また、エレベーターの利用について車
いす使用者が優先に利用できるよう関係機関へ
の指導をお願いします。

新. 2020東京オリンピック・パラリンピックに向
け、東京都は国や大会組織委員会と共に「アク
セシビリティ・ガイドライン」の策定作業を行っ
ています。この機会に、大会の関連施設や会場
へのアクセス経路だけでなく都内全域でのバリ
アフリーの促進に取り組み、「世界一の都市・東
京」をバリアフリーの面から実現してください。　
新. 2020東京オリンピック・パラリンピックに向

け、物理的なバリアフリーの促進と同時に「こ
ころのバリアフリー」の更なる啓発・普及に努
めてください。

・東京都は多くの大会ボランティアを募集し養成
することを計画しています。そうした機会や学
校教育を通して多様な困難を抱える障害者への
理解推進を図ることがますます必要と考えます。

10. 教育の充実について

①. 肢体不自由特別支援学校において、常勤または
非常勤の看護師の定数を増やしてください。
・各学校で医療的ケアが必要な生徒数に差がある

ので、実態に見合った看護師配置数が確保でき
るようお願いします。

②. 普通校に通う障害児のために介助員を措置して
ください。
・都立高校に関しては生徒の通学が制限されるこ

とがないよう都が責任を持って行ってください。
また、市立、区立の小中学校に関しても市・区
に指導してください。

③. 医療的ケアなどで保護者の付き添いが求められ
ている児童、生徒の通学については宿泊行事、校
外学習も含め、保護者が付き添えない場合も教育
を受ける権利を保障してください。
新. 初等、中等教育校舎のバリアフリー化が進む

よう、市区に働きかけてください。
新. 医療的ケアの必要な児童・生徒も通学できる

よう、交通手段を確保してください。

11. ヘルプマークについて

①. 都内の学校や公共交通機関、ショッピングモー
ルなど様々な場所で都内全域に周知してください。

12. 飲料の自動販売機の設置について

①. 身体障害者福祉法の規定にあるように、障害者
の就労支援に資するよう売店や自販機の設置が都
の施設や市区の施設に導入できるよう積極的に協
力してください。

一般社団法人  東京都肢体不自由児者父母の会連合会
足立区肢体不自由児者父母の会 板橋区肢体不自由児者父母の会
江戸川区肢体不自由児（者）父母の会 大田区肢体不自由児者父母の会
葛飾区肢体不自由児者父母の会 江東区肢体不自由児者父母の会カリヨン
北区肢体不自由児者父母の会 小平肢体不自由児者父母の会
品川区肢体不自由児者父母の会 渋谷区肢体不自由児者父母の会　　
新宿区肢体不自由児者父母の会 杉並区肢体不自由児者父母の会
墨田区肢体不自由児者父母の会 世田谷区肢体不自由児（者）父母の会
台東区身障児者を守る父母の会 中央区肢体不自由児者父母の会
中野区肢体不自由児者父母の会 練馬区肢体不自由児者父母の会
目黒区障害者団体懇話会 府中市肢体不自由児者父母の会
三鷹市心身障害者（児）親の会 武蔵野市肢体不自由児者父母の会

（加盟 22 地区）
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平成27年度　東肢連講演会報告

テーマ：「虐待から障害者権利条約を考える」
	 　～誰もが暮らしやすい社会をめざして～
講　師： 東洋英和女学院大学教授　石渡和実	氏

　平成27年5月20日（水）.定期総会後に引き続き石
渡和実氏の講演会が行われ、70名近くが参加しまし
た。先生の2時間に及ぶお話は丁寧で分かりやすかっ
たのですが、時間の関係で質疑応答が出来ませんで
した。後日、参加者から事務局に幾つかの質問が寄
せられので、その中からテーマに関連した三つの質
問を事務局から先生に問い合わせたところ文書で回
答をいただきました。そして、全文を当会報に掲載
することを了承されました。先生に改めて感謝を申
し上げます。

講　演　要　旨
はじめに
　本日のテーマ「虐待から障害者権利条約を考える」
は、むしろ「障害者権利条約から虐待を考える」と
いう話になる。
　障害者権利条約（以下、権利条約という）の考え
方や理念から、虐待はとんでもない事、という話を
させてもらう。そういう事態は、障害者だけでなく
児童や高齢者、いじめを受けている子供などにも起
きている。そのために自分を否定しなくてはいけな
くなる、そういう社会を障害者の視点で変えていこ
うというのが権利条約だと考える。権利条約の考え
方は、私達のあるべき方向性を示している。

最近の障害福祉の動向
　2006年12月に国連で権利条約が採択された同じ年
の4月、日本では障害者自立支援法の一部が施行さ
れた。ところが、この法律では障害者は受けたサー
ビスの1割を自己負担することなどが問題になり、
厳しく問われた。そのような時、権利条約の採択は

「希望の灯」になっていった。
　日本でも権利条約の考え方を法律の中に確実に位
置付けていこうと、政権交代後の2009年12月に政

府は障がい者制度改革本部を設置し、その下に障害
当事者を主体として障がい者制度改革推進会議を発
足した。そこから情勢が大きく動き出した。
　2011年6月に障害者虐待防止法が成立し、7月に
障害者自立支援法が障害者総合支援法に改正され、
2013年6月に障害者差別解消法が成立した。
　このプロセスで障害当事者はじめ、家族や支援者
などの障害分野が体験したことは大きな意味があっ
た。そして、一連の国内法が整備されたことで2014
年1月、日本でも権利条約を批准した。

権利条約の特徴
　権利条約は、障害者に「特別な権利」を新たに位
置付けるものではない。今まで「庇護の対象」とし
て、弱い、守られる存在として考えられていた障害
者を、障害ゆえに出来ないことをカバーするもの、
それを「合理的配慮」と言うが、それがなされるこ
とで障害のない市民と同じ「権利の主体者」として
位置付けられる。
　20世紀に国連では、「子供の権利条約」や「女性
差別撤廃条約」など7つの人権条約が作られた。21
世紀に入り初めて、8番目の人権条約として「権利
条約」が作られた。この権利条約は、20世紀の7つ
の人権条約より遥かにバージョンアップした。それ
は「私達抜きに私達のことを決めないで！」と言わ
れたように、それまでの条約が政府の代表により作
られていたのが、権利条約では当事者団体などの
NGO（非政府組織）が積極的に議論に参加したこと
で大きな役割を果たしたからだ。

広報部　島田泰介　鈴木真理子

講師の石渡和実氏
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権利条約の注目点
①　第1条「目的」
　〈障害者の固有の尊厳を尊重する〉ことを目的に掲
げたこの「尊厳」という言葉は、20世紀に作られた
人権条約で十分に言い尽くされたので21世紀最初の
権利条約には入れる必要はないという意見があった。
しかし障害当事者からは、虐待を含め心を傷つけら
れたり、存在を否定されるなどの苦い経験から、あ
えて「尊厳」が、強調してほしい言葉だとして最初
の第1条に入った。
　そしてこの目的を促進するためには、障害者が障
害のない人達から虐待や差別等を受けるのは本人の
機能障害だけが原因ではなく、社会の側に障害者が
生き難い様々な障壁があることと機能障害が影響し
合い、他の人と違う扱いを受けてしまうという認識
に立った〈社会モデル〉の視点に立つ障害者観に転
換した。
　尚、この視点は国の法律（障害者基本法第2条）
で障害者の定義を見直すポイントになった。
②　第2条「定義」
　次の5つの言葉が定義されている。〈コミュニケー
ション.〉.〈言語.〉〈障害に基づく差別.〉〈合理的配慮〉.

〈ユニバーサルデザイン.〉である。
　この中の〈障害に基づく差別〉と〈合理的配慮〉
では、障害を理由とする「直接的差別」や「間接的
差別」、そして「合理的配慮の否定」を含むあらゆる
形態を差別と定義した。
　尚「合理的配慮」とは、障害者の努力だけで障害
のない人と同じになるのではなく、社会の在り方や
福祉サービス等を配慮し改善することで、障害によ
る困難をカバーすることを言う。この言葉はインク

ルージョンに重なり、ユニバーサルデザイン（誰も
が使いやすい道具や設計）に通じる。
　また、合理的配慮は障害だけでなく、他のあらゆ
る分野（宗教や民族など）の差別をなくそうという
発想から生まれた言葉と言える。.
③　第3条「一般原則」
　次の8つの原則が掲げられている。〈固有の尊厳、
個人の自律と自立の尊重〉.〈非差別〉.〈インクルー
ジョン〉.〈差異の尊重、人間の多様性の受容〉.〈機会
の平等〉.〈アクセシビリティ〉.〈男女の平等〉.〈障害の
ある子どもの権利尊重〉。
　この中の〈インクルージョン〉とは、様々な違い
を持つ人々が自分の力だけで生きていける訳ではな
く、支援を受けたり支え合う関係があってこそ自分
が納得（自律）した自由な選択が出来て、それが出
来る自分（自立）を尊重する社会は活気づき、生き
生きと前へ進んでいくという意味でインクルージョ
ンの考え方が位置付けられている。
　また、〈差異の尊重、人間の多様性の受容〉とは、
障害があれ、認知症があれ、虐待の体験があろうと、
外国人であろうと、違った特性の色んな人がいるか
らこそ排除（エクスクロージョン）するのではなく、
包容（インクルージョン）する社会を作ることと一
体と考えられている。
　尚、インクルージョンについては第19条「自立し
た生活及び地域社会への包容」のために次の3項目
を確保することを求めている。
　（a）.障害者がどこで誰と生活するかを選択する機
会を有すること。（b）.地域社会から孤立、隔離を防
止するための在宅、居住サービス等の地域生活支援
サービスを障害者が利用する機会を有すること。（c）.
一般向けの地域サービス、施設が障害者にとって他
の者と平等に利用可能で、ニーズに対応しているこ
と。
④　第12条「法律の前にひとしく認められる権利」
..国際的には最も注目されたのが12条で、「人間とし
て生まれたからには、どんな状況にあろうとも、す
べからく意思決定ができる存在であるとみなすのが
12条の理念、『法の前の平等』である」（池原毅和弁
護士）と言われた。それは日本の法律（障害者基本
法23条）に「意思決定支援」として位置付けられて
いる。
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　以前から障害者の「自己決定の尊重」は言われて
きたが、今は「意思決定支援」が注目されている。
この12条がきっかけになり、自己決定力が弱かった
り、判断力に支障があると言われる障害者が物事を
決めるときの支援が必要で大事だということになっ
た。それは、物事を自己決定するのが難しいと思わ
れている障害者は幼い時から他の人が代わりに決め
たレールを押しつけられ自分で決める事はほとんど
出来なかったのが、12条では、実はどんなに障害が
重くても誰にも意思は存在し意思決定はできるとい
う障害者観に転換した。つまり、支援をすることで
意思決定が可能となり、自分で自分の生き方を決め
納得のいく人生を送れるようになる。その意思決定
支援には、当事者の意思決定を待ち、見守り、主体
性を育てる支援や、その考えや価値観を広げていく
合理的配慮が、国や地方公共団体の施策や制度を通
して適切に行われ、利用されることが求められるよ
うになってきた。
　尚、「意思決定支援」と「自己決定の尊重」の違い
について柴田洋弥さんは、意思決定するのは障害者
自身だが、家族や支援者を含む回りの環境との相互
作用の中で本人の意思が確立していく、と言ってい
る。ここにも社会モデルの視点に立った合理的配慮
の考え方が背景にあり、自己決定の尊重が個人の「自
己責任」になってしまわないためにも意思決定支援
という言葉を用いたのだろう。
④　第35条「条約批准後の締約国の義務」
　昨年1月に権利条約を批准した日本政府は、それ
から2年以内に（その後は4年に1度）「政府レポー
ト」を国連の障害者委員会に提出し、日本社会はこ
の条約を踏まえていかに法律や社会を変えてきたか
の条約履行に関する報告をしなければならない。レ
ポートが提出されると障害者委員会で審査し、コメ
ントを付けて返されるが、条約に沿わない場合はそ
の点を指摘され勧告が行われることがある。
　一方、政府レポートと相並ぶ「パラレルレポート」
を障害者団体や市民団体がそれぞれの目線で作成し
障害者委員会に提出する準備も進められている。

障害者虐待防止法成立の背景
　障害者基本法が改正されたのは2011年7月だった
が、虐待防止法はその1カ月前の6月に成立してい

た。この法律は障害者福祉に思いを持つ党派を超え
た国会議員により議員立法として提出された。また、
この法律は障害当事者を中心に推進されていた制度
改革とは違う流れの中で誕生した経緯があるので、
その時は当事者からは障害者差別禁止法の制定の動
きが出ていたこともあり、私は虐待防止法は必要な
いのではと冷たい目で見ていた。
　しかし、この法律が出来たことには大きな意味が
あると思った。その頃、虐待が徐々に表に出るよう
になってきた。それは2000年に児童虐待防止法と、
続いて翌年に配偶者等（DV）防止法が成立したこと
が背景にあった。
　そんな時、全国的に高い評価を受けていたカリタ
スの家（重症の自閉症の人の施設）での虐待行為が
明るみに出たことが、障害者のための法律も作らな
ければならないとの流れを作った。

障害者虐待防止法のポイント
　この法律の正式名称は「障害者虐待の防止、障害
者の養護者に対する支援者等に関する法律」という。
　2011年に法律が成立したことで変わった幾つかの
ポイントがある。まず、行政の目が変わり責任が生
じた。市区町村に虐待防止センターが設置され、虐
待の発見者はセンター等への通報の義務が生じ、行
政は立入調査が行えるようになった。そして一番の
ポイントは「養護者支援」が明確に位置付けられた
ことだ。その支援には、養護者の負担軽減のための
相談や指導・助言、必要と認められた場合に障害者
を緊急に短期間養護するための居室を確保する措置
を講ずることなどがある。
　児童の虐待から見えてくるのは、鬼のような母親
が我が子をいじめるのではなく、子育てが大変で追
い詰められた母親が結果として虐待を起こしてしま
うケースと同じ構造により障害者や高齢者の養護者
が虐待を起こすことに鑑み、支援の必要を位置付け
た。
　また、虐待は家庭の中の他に施設や職場で起こる
と想定されているが、一番多く行われているのが特
別支援学校などや精神病院といわれており、保育園
を含むそれらの教育機関や医療機関が入っていない
のは大きな問題だ。そこでは、学校長や病院長など
の管理者が虐待防止の責務を負っている。
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虐待防止法の目的（第1条）
　養護者による虐待には、①身体的　②性的　③心
理的　④ネグレクト　⑤経済的の5類型がある。目
的は暴力から障害者を守ることが強調されているが、
第1条では「障害者の尊厳」を守り、「自立及び社会
参加」にとって虐待防止は極めて重要としている。
　つまり、虐待を受けた障害者、特に性的虐待を受
けると、自分は汚れた存在で生きる価値がないと思
い自己否定につながってしまい、それは他の人と同
じように当たり前の生き方に向かおうとする力を根
こそぎ奪ってしまうことであり、だから虐待は絶対
にやってはいけないことである。このようなことを
第1条では言っているのだ。

この行為は虐待に含まれます
　この法律は児童、高齢に比べて「遅くに成立した
だけにかなり虐待の考え方が進歩した」と言われて
いる。
　虐待の5つの類型の例えば身体的虐待で、小さい
子どもがイタズラをすると「外に出ていろ！　廊下
に立っていろ！」とされることや、多動な自閉症の
人を鍵のかかった部屋に閉じ込めることは今でも当
然のことのように行っている施設がある。例えば、
親も子どもに「何度言ったら分かるの！」と言葉で
心を傷つけるのは心理的虐待である。「おはよう」と
言われても、「こいつ生意気だよ」と思っていると無
視して知らん顔することなど、まだ当たり前に行わ
れているところがある。
　今まで「それは安全を守るためにはやむをえない」
などと言われていたことも【不適切な支援】という
言葉を使って、これは大きな人権侵害であるとされ
た。
　厚労省は『自分がされて嫌だなと思うようなこと
を障害がある人にしていませんか？　相手の立場で
適切な支援を心がけましょう』と、この【不適切な
支援】という言葉が確実に広がっていく。

体罰について躾（しつけ）で暴力は許されるのか？
　児童虐待とか教育分野でのいじめ、特に体罰につ
いては、今でも「部活で強くなるためには多少ボー
ルをぶつけられても監督に殴られても、厳しい指導
があってこそ強くなる」ことをまだ「よし」とする

ところもある。以前、大阪の桜宮高校でバスケット
ボール部の部長が自殺をしたことをきっかけに、橋
下市長も最初は「強くなるためには多少の暴力は必
要だ」と言っていたが、部長が本当に厳しい状況に
追い詰められていたことを認識すると「やはり体罰
は許されない」と言ったあたりで教育界の体罰への
意識も変わってきたかと思う。
　要するに加害者側（親、学校の先生、施設の職員）
が、「これはこの子の躾（しつけ）のため、教育のた
めにやったことで体罰や虐待なんかではない」とい
う力のある側の論理ではなくて、「それをされた人に
とってその行為が、言葉が自分を追い詰めたり傷つ
けることであったらそれは虐待だ」と虐待の定義が
かなり進化し明確になってきたと思う。そういう視
点がやはり大事だ。

同じ行為であったとしても、それがその人にとって
どういう意味をもつか
　この法律が施行されてから都内の行政の方に聞い
た話。「ある知的障害の方が首を絞められそうになっ
た、殺されそこなった」という通報があり、担当者
が施設へ行くと、加害者と言われている職員は「首
を絞めるなんてとんでもない。彼を励まそうと思っ
て肩をたたいて『頑張ってね』とやった行為」とい
うことだった。「その行為は、たぶん彼がかつて首を
しめられそうになった体験があるから、肩に触れら
れることがあると、『あっ！殺される』という思いに
繋がっていったのかと思った」
　同じ行為であっても、それがその人にとってどう
いう意味をもつか、体験や立場によって大きく変わ
り「励ますために」が、本人の立場に立てば虐待で
しかなかった。事実として今、障害者たちがこれま
で生きてきた背景などを改めて考えなくてはいけな
い。いじめや体罰にしても、「躾のためとか教育のた
めに必要」と許されるところがあった。

虐待は早期発見、迅速対応、芽のうちに摘む
　虐待が言われる時の3つの要因・構造があり、密
室で誰も見ていないところで、加害者と被害者だけ
という環境、だからよく教育現場では先生と、色ん
な意味で訴えることができない子どもたちの中で虐
待が起こりやすいという。
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　体罰にしてもこれくらいは必要だと許容範囲を
作ってしまうと虐待や暴力は歯止めが利かなくなる
恐ろしさがあり、どんどんエスカレートして死亡に
まで行きつく。絶対ここまでと線引きをしてはいけ
ない。ゼロでないとダメという発想にしておく。
　虐待が起こってしまうと、障害がある人の思いや
行動特性に理解が無い、知識・技術が未熟である場
合に起こりやすい、としばしば言われる。だからこ
そ、ここまでは許されるという線を作ってはいけな
い。虐待もリスクマネージメント、とこの頃盛んに
言うが、本人が痛みを感じる前に、「こんなことをし
ていたら、更にこういうことが重なったら本人を虐
待までに追い詰めてしまうのでは」という厳しい状
況に行く前に【不適切な支援】のやり方が「よし」
とされるのか、サービスの質・レベルのところで
チェックすることが必要だ。だから早期発見、迅速
対応、芽のうちに摘む。そして起こってしまった場
合も、　色んな再検討が始まり、「そういう意識のあ
る施設だったらやる」ではなくて、法律が出来たの
は全国一律に障害者に関わる施設や職場や家庭に求
められていたのかなと思う。

虐待は意外にパイオニア的なところで起きている
　最近、障害者虐待が話題になるのは、むしろ障害
者の支援をパイオニア的に作っていて歴史もあって
評価が高いところで起こっていて、ここ1、2年私た
ちは考えさせられている。
　1年半ほど前、千葉県の袖ケ浦福祉センター愛育
園（児童の知的障害児の施設）で自閉症の19歳の男
性が死亡させられてしまった。愛育園は千葉県立だ
が民間の社会福祉事業団という組織が公立公営的な
千葉県を引っ張っていた施設なので、「えっ?!」と
思った。検証委員会ができて明らかになったのは、
実は亡くなった青年だけでなく大人の施設でも9人
を5人の職員が「もてあそぶ」という行為をしてい
た。カリタスの家と同じように、人としての生活を
支えるはずの職員による虐待だった。県としても事
業団としても色んな対応を迫られた。
　今年3月、長崎県の雲仙コロニーと言われる南高
愛隣会の虐待報道が出た。前理事長の田島良昭さん
はかつて宮城県知事だった浅野史郎さんが「施設解
体宣言」した時には浅野さんのブレーンとして宮城

県に行って知的障害の地域移行を引っ張っていた。
最近は「触法知的障害者」と言われる知的障害があ
るが故に犯罪者にならざるをえなかったのは、やは
り本人の責任ではない、そうならざるをえなかった
知的障害者への支援がなかったのだ、と社会の意識
を変えていった業界のリーダーだったところで、何
年にも渡って虐待が行われていた。その後の情報が
ないので、またもう少しキチンとした報告が出るか
と思っている。

被害者、加害者、告発者それぞれ三者がつらい立場に
　私は神奈川県内でオンブズマン活動を複数やって
いるので、色んな事件の話を聞く機会がある。「えっ、
あそこでも?!」と次々と起こっている。
　「知的障害者の入所施設を造らずグループホームを
展開して重い障害がある人たちの地域での暮らしを
作っている」と高い評価をうけていた法人で女性の
知的障害者に性的虐待が行われていた。特にこの事
件は未遂になったが、翌日、この非常勤の職員が自
殺をする。こういう事件が起こると加害者と言われ
た人も、それを訴えた中の職員も、そして被害を受
けた障害者、その三者が三者ともそこの組織を離れ
ざるをえないことになり、それぞれがつらい立場に
追いやられてしまう。だから「虐待が起こると蓋を
してしまった方がそれぞれにとってそれなりに無難
な生活が続く」ということになりかねない。
　私もオンブズマン活動で「これを隠ぺいし、蓋を
したらいけない」というのがあり、明るみに出てき
たのかもしれないが、明るみに出ないこともいっぱ
いあると思われる。特に性的な虐待をするのは「こ
ういうことをやって、この子が喜んでいた」と本当
にいい加減な言い方をする年配の非常勤職員が結構
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あり、「福祉の専門性が無い人を雇っていたから」と
か「たまたま、あの人を雇っていたからこの法人は迷
惑した」と5年くらい前は言われて「あれだけ頑張っ
ていたのに」と同情的な見方をすることも多かった。
　最近そういうことが起こったパイオニア的な法人
は「これは個人の問題ではなく、組織の構造的な問
題だ」と結論を出し、自分たちの組織や支援のあり
方全体を見直す流れになっているのはちょっと救い
だと思う。専門性が無い非常勤職員をたくさん雇わ
なければいけない今の報酬単価などのシステムの問
題もあるが、地域支援が急激に展開する中で職員が
育たないうちにどんどん新しい事業を始めないとい
けないことなどが虐待を生んでいる。
　そのようなことを含めて個人の責任ではなく組織
として今の支援を見直さないと虐待は根絶できない
ことを、次々と虐待が起こる中で改めて認識をした。
しかし一方で、職員が萎縮して新しい展開をしなかっ
たり、とにかく鍵をかけて部屋に閉じ込めて事故や
事件が起こらないように皆で見守っているようなこ
とが、障害がある人にとっては殺伐とした日常にな
りかねないという問題も起きている。

職員同士のコミュニケーション不足
　職員の専門性が低いと話題になるが、非常に厳し
い自閉症で他人に危害を与えるような人を夜間のグ
ループホームで１人で支援しないといけない。そう
いう時にパニックを起こし、その人の興奮を抑える
ために色々やったが最後の最後に叩いてしまう。「厳
しい状況の部署を一人体制でやらせる」という今の
支援、設置基準を含めてそういうところの問題になっ
ていく。
　最近、認知症の症状がでてきた50代のダウン症の
人への支援で虐待が起こった。従来には無かった新
しい状況が出てきたところに適切な支援が出来ない
など問題になっている。一番は、厳しい部署での一
人対応や個室で他の人から見えないところで、そう
いう場面を作ってしまう職員のコミュニケーション
不足が言われ、風通しの良い職場の話が出る。
　オンブズマン活動が90年代の終わりぐらいに広が
り2000年に苦情解決システムが位置づけられたこと
でコミュニケーションが話題になった時、職員の対
応について、色んなことをゆるく対応する人、将来

のために良くないと厳しくして虐待にいくことが多
い人など、職員によって違う対応がまだ公然と行わ
れている。また日中活動を支える生活介護（旧作業
所）と、夜の生活を支えるグループホームの職員が
キチンと昼間の生活をおさえていない。昼間の部と
夜の部の支援のやり方の理念が同じ法人であるのに
違っている。そのため利用者がどう動けば良いか分
かりきれなくて不安になりパニックを起こすことも
あり、特に日中活動と夜の暮らしの支援、その辺を
含め職員同士のコミュニケーションが良くないなど
が話題になった。

保護者と職員とのコミュニケーションの不味さ
　苦情というと『モンスターペアレンツ＝色んなこ
とを言ってくる、言い過ぎる親』という言い方を学
校の先生も職員もするが、これは利用者と職員のコ
ミュニケーションと言うより、むしろキチンと発信
できる保護者と職員とのコミュニケーションの不味
さが本人への支援をギクシャクさせていることがた
くさんある。
　私が今かかえている相談では、自閉症の強度行動
障害で自傷などある人の母親が「これは施設職員が
タバコの火をつけた火傷である」と医者もその部分
だけ見ると火傷と診断した。しかし職員は「それは
本人が傷や虫に刺されたところが気になり、こだわ
る特徴がある人なので自分でその傷をほじくった結
果がこういう状況になって、決して虐待ではなく全
館禁煙で利用者のいる活動の場でタバコを吸うこと
はありえない」と話していた。たぶんそれは事実だ
ろう。母親にしたらタバコの火を押しつけられた体
験を過去に子どもがして、家では傷にこだわること
が無かったということで職員に対して疑念を抱いた
のだろう。

ディズニーランドのゲストサービスに学ぶ
　2002年頃、ディズニーランドのお客への支援が

【福祉分野の対人支援】にも共通するというので、ディ
ズニーランドのスタッフによる研修が結構あった。
そのひとつに厚労省での研修があり私も参加した。
　その時に思ったのは【苦情は宝の山】という意識
でディズニーランドはやっている。１回苦情を言わ
れたら、どのスタッフであろうと同じ苦情は絶対に
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言わせない。あそこの【対人支援】は学ぶことが多
い。苦情というものを、「自分たちが非難された。モ
ンスターに言われた」とマイナスに受け止めるので
はなく、それをきっかけに自分たちの支援をより良
くしていくという発想が【苦情は宝の山】で、企業
では当たり前に言われていたことだが、私たち福祉
関係者は前向きな発想になれなかった。
　これからは同じ苦情をどの職員も決して2度と聞
かないということで、まさにスタッフの研修を徹底
するしマニュアルを作る。マニュアルに頼ってはダ
メ、と言うが、【マニュアルとは最低限ここだけは絶
対守らければいけないことを全ての人に徹底させる
ためのもの】で、この頃から私たちもマニュアルに
ついて考え方を改めた。職員同士のコミュニケーショ
ンや、ゲストであるお客と職員が、苦情を受けた職
員だけでなく組織としてキチンと受け止める流れを
作っているコミュニケーションの素晴らしさを再確
認し、先程の自傷の相談で「家庭では起こっていな
い、土日にグループホームから家に帰った時にはや
らない」のであれば、まだ施設の支援が本人を追い
詰め、こだわらざるをえないような場面を作ってい
る、と施設のあり方、支援のあり方を変える方向に
持っていかなくてはいけない。
　そういう意味でコミュニケーションの大切さとい
うのは、「タバコの火傷ではありません」という返し
方でなくて、「そう思われている。母親を追い詰めて
しまっている」と受け止めるのが大事であり、「虐待
なんかしていません」と言うだけでなく、母親が我
が子を愛すればこそ思ってしまっている、というこ
とを受け止めるプロセスが大事で「まだ家のように
安定した状況を施設では作れていません」というこ
とを母親との間で分かってもらうことで、説明を受
けた母親も「そうか、まだこの施設は新しいし職員
は若いし育ってないので、若い職員を育てるために
親としてどういう協力が出来るか」というコミュニ
ケーションが築かれていくことが大事。
　苦情や虐待をどう捉えるかというのは、そういう
ことが起こったことをきっかけに【何もやらず無難
にいく】という方向ではなく【支援のあり方を変え
る発想にいく】ことが大事。
　虐待というのが「タバコの火傷」ではなく自傷だ
としたら、自傷にならない段階で適切な支援をして

本人がそこに意識を集中しなくて済むような支援と
いう発想も含めて、ヒヤリハット（※）というあたりで
虐待を小さい芽のうちに摘むということが改めて話
題になっている。
.（※.）ヒヤリハットとは、事件には至らなかったものの

ヒヤリとしたハッとした事例のこと。

小さいちょっとした気づきのうちに、いかに対応するか
　リスクマネージメントを考える時に労働災害や大
きな交通事故の分野で出来た『ハインリッヒの法則』

（一つの重大事故の背景には29の軽微な事故があり、
その背景には300の異常が存在する）が、医療事故
や福祉現場での事故でも話題になっている。小さい
ちょっとした気づきのうちにいかに対応するかで、
骨折や大きな食中毒を起こすことを抑えることがで
きる。虐待も同じように、ちょっとした言葉かけで
パニックを起こさない穏やかな落ちつける環境を作
るとか、小さいヒヤリハットのところでキチンと対
応することの重要性が虐待に対しても話題になって
きた。
　高齢分野では、いわゆる身体拘束が増えてきたが、
年寄りがケガをしないために車いすに縛りつけるの
は許されないことだ、と2002〜3年の頃に介護保険
で福祉が契約になり話題になった頃に大正大学を退
官された橋本泰子名誉教授が『福祉サービスにおけ
る危機管理（リスクマネージメント）に関する取り
組み指針』という講演を行った。その際、【〜利用者
の笑顔と満足を求めて〜】というサブタイトルを是
非付けたかったのは、車いすやベッドに縛りつける
身体拘束をどう無くすかという虐待対応に対する色
んな検討をした時に、縛ることが本人を追い詰める、
つらい状況をつくるというのは誰にでもわかる事。
そんなことでケガを無くすというやり方はいけない。
縛らないことは、職員の手が掛かり複数の対応を必
要とすることだが、サービスを受けている側に対し
て人間的な共感をもって誠意ある対応をすることだ、
と言ってイソップの『北風と太陽』の話をされた。
旅人のマントを脱がせようと北風は強い力で風を吹
いて無理やり脱がせようとしたが、旅人はしっかり
胸元を覆ってマントを脱がすことが出来なかった。
けれども、太陽が暖かい光を当てると汗をぬぐいな
がら変な日だなぁと笑顔で太陽を見上げて自らマン
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トを脱いだ。という例を出して【専門職がこうある
べきだ、という上から目線の守ってあげる的なもの
ではなく、本人の持っている力を引き出して納得し
て自らマントを脱ぐ、本人の力を信じて本人の決定
で行動に移すやり方が大事だ】というエンパワメン
トの発想を紹介した。
　本人が満足できる笑顔でその場にいられるような
質の高いサービスを提供することが事故を防ぐこと
になる。事故やモンスターに苦情を言われることが
起こらないように無難に、という流れでなく、笑顔
が出るような本人が納得する支援をともに歩んでい
く。事故や虐待は、本人を人として痛みを感じる存
在であると見ない人間観から生まれてくるのであり、
一人の人間として、この人の笑顔が引き出せる豊か
な暮らしをどう作っていくかという発想でいたなら、
絶対虐待ということにはならない。
　虐待というのは上下関係にある支援者と支援を受
ける人、学校の先生と生徒など、上下関係を前提に
して力のある者が弱い者に対して行うもの。差別と
いうのは本来、対等な関係であるはずの、例えば黒
人も白人も同じアメリカ人であり対等なはずなのに、
黒人という特徴をもって力関係に強い者と弱い者が
生まれる。という分け方をしたのが、毎日新聞の記
者で自閉症の子どもの父親でもある野澤和弘さん
だった。虐待は上の立場に立って自分が好き勝手な
ことをしていいという人間観で、弱い立場と位置づ
けられた人に向かっていくので本当に厳しい状況を
どんどん作ってしまう。そういう上下関係は当然、
人に接する立場の専門職と家族も含めて、あっては
ならないということが質の高いサービスとかエンパ
ワメント発想になっていくとつくづく思わされた。

パターナリズム発想とエンパワメント発想
　パターナリズム発想とは守る人と守られる人とい
う上下関係、専門性がある人、力の強い人、弱い人
の関係の中で関わりが展開していくものであるのに
対し、エンパワメントは、黒人が差別されたところ
から生まれた支援だ。黒人は馬や牛よりも劣る存在
として人間扱いされずに奴隷としての生活が始まっ
た訳だが、この人間観はどんな痛みを感じているか
を発想しない人間観に陥り虐待が生まれる。そうい
う状況で自分が生きる力を奪われる（パワーレス）

状態になっている人たちの本来の力を引き出す支援
としてエンパワメントというのが黒人への支援から
生まれてきた。
　同じように力を奪われている障害者や虐待を受け
た子どもや同性愛者とかヘイトスピーチを受けてい
る人たちへの支援ということでは、エンパワメント
にも色んなやり方や定義があるが、私たちが障害の
ある人たちにリハビリテーションで関わった時は、
出来ないことを出来るようにしたり障害を克服しよ
うとして、その人のマイナスや出来ないところにば
かり目を向けて、それを障害の無い人と同じように
マイナスをゼロにすることに頑張っていた。でも結
局、障害の無い人と同じ状況を作ることは、いくら
本人が頑張っても素晴らしい支援者でも出来ない訳
で、逆に本人を追い詰めるだけになる。そのように
マイナスに目を向けて追い詰めるのではなく、いい
ところを伸ばして本人も自信をつけて、より上を目
指そうという前向き発想になるような「いいとこ探
し」をする。いいとこ探しをする時には、この人は
困ったことがたくさんある、どうしようもない人と
いう人間観ではなくて、一人の人間として、その人
の素晴らしい魅力を探すという対等な立場、パート
ナー、横並びの関係での人間観を前提としての話に
なってくる。

いいとこ探しと強さ（長所）活用モデル
　アメリカのカンザス大学で精神障害者が精神病院
を出た後の地域の暮らしをどう作っていくかでは、
精神病院の中では何も考えず食事の時間が来れば食
べお風呂にも入れて、入所施設も同じで、ベルトコ
ンベアに乗っているように自分では何の力を発揮し
なくても、それなりに安心、安全な生活が保障され
る。それだと本当にどんどん力を奪われていく気が
する、と20年くらい前に身体障害、筋ジストロフィー
の方が言っていたが、そうではなくて、いいとこ探
しは、自分で地域の暮らしを作っていく時に、他の
人とは違う人生を送るために将来こういう仕事に就
き、こういう場所でこんな家で暮らしたいという夢
とか希望を持つことが本人の力を発揮する。本人が
まだ力を発揮できないで大事に守られるような障害
者としての暮らしを押しつけられていた人たちが、
自分ならではの暮らしを作る時は夢や希望を持つこ
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とがまず大前提になってくる。そういう活動は、施
設とかでは決まりきったベルトコンベアのような流
れの中で安心、安全、飢えることはないが、そこに
生きがいや毎日が輝くことにはならなくて、地域と
いうところで質の高いサービスと言ったのは十羽一
絡げではない、という言い方を橋本泰子さんがされ
た。また、一人ひとりの思いにそった夢とか希望を
叶える時は、地域のそれぞれの夢や希望があって、
それを本人が主役で親や専門職が決めるのではなく、
当事者主体で地域での支援をしていく。そういう時
のきっかけがいいとこ探しで、その人の良さを伸ば
す流れの中で地域の暮らしをする時に、いかに素晴
らしい医師や専門職だけでは24時間365日の暮らし
はやれなくて、地域の人たちの見守りや心配りを含
めた、そういう総合的な色んな人たちの暮らしへの
支援があって、地域は色んな人たちの色んな力が湧
き出てくる素晴らしさがあり、『社会資源の宝庫』と
言われる地域の中での暮らしを考えるからこそ、障
害がある人たちが納得出来る生活を送るということ
を話されていた。

おわりに
　本人の力を信じて、いいとこ探し発想でその人の
持っている良さを活かす。そうすると、その人が自
信をつけて次の目標に向かっていく。そういう考え
方は、支援者にとっては弱い人とか困った人を何と
かまともにするというマイナス発想ではなく、その
人の素晴らしさを活かし、笑顔を引き出し、周りの
人たちも笑顔にするような、その人が自分に支援を
求めてきた立場ではなく、色んな可能性や魅力を持っ
たかけがえのない存在という見方に変わる。
　こうあるべき、と上から押さえつけるのではなく
一緒にその人の夢を実現するために共に歩んでいく。
こういう発想で私も支援を変えてからは、自分のや
り方に納得が出来るし、より笑顔が引き出すような
支援、まさに私たちが力をもらったと思った。そう
いう支援に地域の人を巻き込むということは、地域
の人たちが「障害がある人は怖い人」という偏見で
はなく、「笑顔があんなに可愛い人のよりキラキラし
た生活をどうやったら支えられるか」、と地域の人の
力も高めてくれた。
　兵庫県の西宮で、阪神淡路大震災があった時に重

症心身障害者が地域の人たちの希望の灯になった話
を私たちにしてくれた「青葉園」の清水明彦園長は、
本人の力を引き出す支援をやっていると、本人が力
をつけてどんどん逞しくなっていくとともに、私た
ち支援者も力をつけていき、親や家族、地域の人た
ちも力をつけていく。そうすると地域全体が大きな
力を持ってきて障害がある人が活き活きと暮らせる
だけでなく、認知症のお年寄りも、外国から来た人
たちも、色んな人たちを包み込んで、それぞれが一
番特性を活かし合い支え合う、そのあたりがインク
ルージョンの理念だ、と言う。
　ソーシャルインクルージョンの実現に一人の障害
がある人としっかり向き合い、確実な対人援助をす
ることは地域を変えることになっていく。今、孤独
死や虐待の場合でも亡くなっていくのは所在不明児
だったと厳しいことが言われている。それは家族の
機能が低下していることだが、今までとは違う地域
社会を作ることで、地域社会再生への希望、これを

「エンパワメント連鎖」と清水さんは語っていて、良
い言葉だと私は思っている。
　権利条約の絵本（※）の途中にまさにエンパワメント
連鎖の結果、色んな人が笑顔で活き活きと暮らせる
ようなインクルージョン社会を作ることになってい
く発想が絵に示されていて、私もとても良い絵本と
思い紹介させていただいている。
　そういう支援が出来るような職員に対してのコ
ミュニケーションを親の立場だからこそ接して関
わっていけるのではないかなということをお願いし
て終わります。長い時間ありがとうございました。
.（※.）『えほん.障害者権利条約』は、石渡先生が関わっ

ている日本障害者協議会（JD）代表の藤井克徳さん
が文章を書き、里.圭さんが絵を描いて今年4月に汐
文社から出版された。



22

�質問�　障害者虐待防止法が適用される場に学校、保
育所、病院が入っていないのは何故なのか。その理
由と、それが正当とされる根拠は何か、教えて下さ
い。
 回答 　学校、保育所、病院が入っていない理由は、
関係する団体との関係（圧力）で、というところが
実際の理由のようです。もちろん、「正当な根拠」な
どは「ない」と言わざるをえず、「力関係でこうなっ
た」ということだと思います（多くの法律家がそう
言っています）。「障害者（児）虐待が一番多いのは、
学校の中だ」と言い切っている調査結果もあります。
病院、特に、「精神病院では、患者が看護士などに殺
された」という事件が何度も起こっている日本の医
療です。学校、病院こそ、障害者（児）虐待防止に
ついて、どこよりも真剣に取り組まなくてはならな
いはずだ、と多くの関係者が指摘します。にもかか
わらず、これらは入りませんでした。公けになって
いる理由というのは、特に明らかになっていません。
　学校に関しては、文部科学省関係からの反対が大
きかった、という法律関係者の声を何度も聞きまし
た。親による児童虐待について、「しつけ」という反
論がよくあります。同じように、「教育・指導の一
環」ということとの整理がしきれていない、という
ことなのかもしれません。また、病院については、
精神病院の医療関係者から大きな反対の声があった、
と聞いています。日本の精神科医療の歴史、今も続
いている多くの課題を見ると、そんな声があがるの
も当然かな、と考えざるをえません。保育所につい
ては、私は、これといった理由を聞いたことがあり
ません。まだ、「虐待」という考え方が馴染まないの
か、といったことも考えられるかと思います。学校、
保育所、病院が入っていないという大きな問題につ
いては、私たちが声を上げ続け、法律改正を実現し
なくてはならないと思います。

�質問�　親族間の問題に関してあるお母様の話。親
族が集まる葬儀や婚礼の際に障害のある娘さんを連
れて出席する際にお母様のご兄弟から「こんな子供
を連れて参加しようとするのは非常識だ」と追い返

された。法事の際は車いすでは入れないような場所
（エレベーターがないなど）で現在も行われている。
それでも何とか理解を深めようと何度出向いても参
加させてもらえず役所へ相談に行った。役所の方は
まずは親族の問題ということで対処できないという
こと。さらにお母様がその娘さんの立場に立って抗
議や擁護をしなかったということになると「擁護し
ないことも虐待に当たる」と言われとてもショック
だった。
　このような事例は権利条約や虐待防止法などと照
らし合わせ、どんなものが擁護にあたり、どうゆう
対処ができうるものか？実際には兄弟のその言葉や
態度にお母様ご自身も精神的な傷を受け、本人も含
め精神的な虐待につながらないのか？ 
 回答 　大事な方が亡くなった時のお葬式や、結婚
を祝うために結婚式に参加するということは、人間
として最優先されるべき、とても重要なことです。
　人間関係、社会関係の基盤と言えます。だからこ
そ、職場でも「冠婚葬祭」への参加は、有給休暇と
して認められているのです。このような場に、障害
がある子を連れて出席しようとしたら、親戚の人か
ら「非常識」と言われた、というのは「大きな障害
者（児）差別」です。ご本人や家族にとって大きな
苦痛であり、「精神的虐待」と捉えて当然だと思いま
す。人間として何より大切な、このような場への参
加を阻むというのは、「障害者（児）を人間扱いして
いない」ということです。そして、このような意識
が当然、という誤った認識が、日本の社会ではまだ

「当たり前」のこととして通用してしまう、そういう
「人権意識の低さ」があるのだと思います。だから、
結婚式場も葬祭場も、エレベーターがなかったり、
障害者（児）を排除する構造や意識になっているこ
とが問題視されてこなかったのです。しかし、平成
25年6月に障害者差別解消法が成立しました。この
差別解消法が、来年、平成28年4月から施行されま
す。そうしたら、こうした結婚式場や葬祭場は、差
別解消法違反ということで罰せられるはずです。こ
の法律は、「非常識」といった親戚の人、個人の意識
についてまでは、まだ、罰することはできません。

質 問 と 回 答
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　でも、役所に相談に行ったとき、「それは親族の問
題」と言い切った役所の人の態度は問題になる、と
思います。役所の人間は、「公務員」としての公けの
立場がありますから、こうした事実を知ったのに知
らん顔をすることは許されなくなる、と思います。
　まだ法律が動き出していないので、具体的な事実
をどのように判断するかは、いろいろな事例が積み
重なるなかで整理されてくると思います。私たちの
立場からは、「これは明らかな差別だ。人権侵害だ」
と、声を大にしていくことが求められると思います。
　障害者差別解消法や障害者虐待防止法が、本当に
意味を持ってくるためには、一般の人々の障害者

（児）に対する意識が変わること、障害者（児）理解
が進むことが何より大切です。そのために、このよ
うな差別的な場に出くわしたとき、それをむしろチャ
ンスとして、私たちが声を上げていくことが大切だ
と思います。
　役所の人や教育関係者などが果たすべき役割もあ
りますが、障害がある人（子）の存在を、誰よりも
大切に思っている親・家族、私たち関係者が、当事
者とともに働きかけていくことが、これからますま
す重要になってくると思います。

�質問�　障害があるため、時に大声をだしてしまう
ことは日常的なことです。　その場合に周囲の方々
に虐待だと受け取られないか心配になることがあり
ます。ある発達障害の方の本を読んだのですが、警
察に通報されて困ったことがあるとのことでした。
事情を良く知らないで虐待と決めつけられる危険も
大きいと思いますが、どのように対応したら良いで
しょうか？
 回答 　発達障害は、よく「見えない障害」と言わ
れます。それだけに、本人が誤解をされて傷ついた
り、「生きにくさ」を抱えてしまうことなどは、「二
次障害」として大きな問題となっています。発達障
害ばかりでなく、多くの障害がある人の言動は、誤
解されてしまうことがたくさんあります。「大声を出
してしまう」ということも、周囲の人の注目が集まっ
てしまうだけに、本人だけでなく、身近な家族が傷
つくことにもなり、「虐待」と受け取られたりした
ら、社会的に非難されたり、罰せられることにもなっ
てしまいます。ですから、こうした「大声」をはじ

め、障害がない人がとらない行動を、「障害特性」と
して一般の人々に知ってもらうことが重要だと思い
ます。「障害特性」といったマイナス的な捉え方だけ
ではなく、「こんな風に大声を上げているとき、この
子はとっても幸せなんだ」ということもたくさんあ
ります。その行動が周囲の人に迷惑をかけていない
なら、「ああ、楽しんでいるんだな」とニッコリ見守
る、そんな寛大さが当たり前になることが、これか
らの社会のあるべき姿だと思います。そんな社会で
あれば、認知症のお年寄りにも、習慣が異なる外国
から来た人にも、寛大な、誰をも包み込める社会が
実現するはずです。障害者権利条約がめざすソー
シャルインクルージョン、日本風に言えば「分け隔
てのない共生社会の実現」です。「大声を出すことを
やめさせる」という強硬策ではなく、「寛大に見守
る」ことができる、真の「成熟した社会」をめざす
べきです。少子高齢化が進み、国際化もますます進
むであろう日本社会の、あるべき姿を、障害分野か
ら実現していくことになるのではないでしょうか。
　障害者権利条約は、まさにそうした方向をめざし
ているのであり、「多様性」「固有の尊厳」といった
条約のキーワードは、「誰もがかけがえのない存在」
であり、「人権の尊重」ということを問い直し、そう
した理念を私たちの社会で実現することを求めてい
るのです。私たちは、そのことを再認識し、障害が
ある人（子）とともに生きていくことが、こうした
考えに気づけていない人の意識を変え、社会を変え
ていくことになるのだと信じ、毎日を大切に、いつ
くしんでいくことが重要なのではないでしょうか。
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　障害者の権利条約が採択され、障害者総合支援法、
障害者虐待防止法、障害者差別解消法が成立と一連
の流れと制度の内容を熟知された石渡和実氏のテン
ポの良いお話に引き込まれ、真剣に講演を聞きまし
た。障害当事者が制度の制定に加わった事で少しは
障害者の立場に寄った法になった事、障害者虐待防
止法は、児童・配偶者・高齢者虐待防止法の後に出
来、内容が進化したものになっているとの事。当事
者が声を上げる事の大切さを再認識しました。
　ただ、定義の中に、病院・学校・保育所が含まれ
ていないのは残念で、何かあっても虐待と認識され
ないケースが出てくるのではと懸念されます。虐待
の場となる家族、施設、職場などが閉鎖的になる背
景に問題があり、小さな事がエスカレートしていく
ので早期に発見して迅速に対応し環境を整える事が
重要との事。人の手を借りないと生活できない重度
身体障害者は、支援者との信頼関係がないと身体を
委ねられません。本人を含め関わる人すべてで、障
害者への支援のあり方を考え、情報交換やコミュニ
ケーションを充分に行い、安心なサポート環境を作
る事が必要だと思います。

　障害による困難を社会がカバーし、あらゆる差別
をなくす事。車椅子だからという理由で何かが出来
ないとか、どこかに行けないのは差別という事です
ね。合理的配慮がなされた環境が整い、自己決定を
尊重され、さらに社会の心のバリアもなくなれば、
障害者が自立して地域で暮らす事も困難ではなくな
ります。
　最後のまとめとしてエンパワメントとは、社会的
に不利な状況に置かれた人々の自己実現を目指して
おり、その人のハンディキャップやマイナス面では
なく、長所、力強さに着目して援助する事。エンパ
ワメントの連鎖で本人が力をつけ、家族や支援者も
力をつけ、地域さらに社会が力をつける事になり、
地或社会の再生、福祉力を高めるとの事でした。
　障害者が権利を主張するまでもなく、虐待や差別
はあってはならない事で、どんな人も一.緒に暮らし
ていけるインクルージョンの社会であるべきです。
この理念が地域社会に理解されるまでには時間がか
かるでしょうか。法律化された事で障害者が守られ、
安心した生活になる事を願います。

　今回のテーマは「虐待から障害者権利条約を考え
る」でした。権利条約のことは何回も聞いています
が、改めて成立の経緯や内容を勉強できました。
　講師の石渡和実先生は講演時間を目一杯使って大
変熱心にお話されました。テーマが「虐待から」と
なっていますが、条約の内容が重要と講演の半分近
くが条約の経緯や内容の説明でした。
　2006年に国連で採択されたものの、日本がこの条
約を受け入れ批准するのに国内法の整備に時間が掛

かり2014年になりました。世界で140番目とあまり
誇れることではないと思います。日本で障害者が暮
らし易い社会にするため、条約を生かすにはまだま
だ時間が掛かると感じます。しかし、一歩前進には
違いないと思いますので、これからの取り組みが大
切だと思います。
　「障害者を権利の主体者と位置付ける」、「他の者と
の平等を基礎としての社会参加」「医学モデルから社
会モデルへ」、「合理的配慮」など条約についてのキー

参加者の感想

杉
並
区
虐待から権利条約を考える

杉並区肢体不自由児者父母の会　池部　典子

練
馬
区
障害者権利条約を生かそう

練馬区肢体不自由児者父母の会　馬場　伸一
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ワーﾄﾞが沢山あります。これらの理念を実現してい
くために障害者虐待防止法や障害者差別解消法など
の法制度の整備が行われてきたものと思います。現
実問題が解決した訳ではないので、今後私たちも積
極的に関わっていかなければと感じます。
　娘は車いすを利用しています。エレベーターの設
置などバリアフリーが進んでいますが、一方身近な
問題の一つとして、交差点での段差が残され、歩道・
駅などに点字ブロックが増えて通行に支障が出てい
ます。最近も大きくショックを受ける前輪が1年も
しないうちに壊れて交換修理せざるを得ませんでし
た。視覚障害者のための対策ですが、他の者、特に
車いす利用者に迷惑な手段となっており、円滑な通
行の権利を阻害されており、権利の侵害だと思いま
す。すぐに全部を無くせと主張しているのではなく、

車いす利用者を含む誰でも円滑に通行できる場所を
確保することは当たり前のことだと思うのです。
　講演では質問時間が無かったので、このことを石
渡先生に質問したいと思います。権利条約のことを
考える事例だと思いますし、参加者からの質問とし
て是非質問したいと思います。
　虐待の事例が報道されることが絶えず、本当に残
念で、心が痛みます。この防止法について解説があ
りました。障害者の権利を守ることと逆のことです
が、密室の環境など「絶対に虐待はない」と否定は
できず、虐待の芽が生まれることがあり得ることを
胸に刻むことが大切だと思いました。ただ、本人が
パニック状態になってしまうこともあり、外部から
虐待していると誤解されないか心配になることもあ
り、どうしたら良いか先生に質問したところです。

　障害者権利条約の特徴については、障害者を庇護
の対象として特別の権利を新たに位置付けるもので
はなく、障害者を権利の主体者と位置付けること。
また、国連には従来の政府関係者だけとは異なり、
当事者団体がNGOとして議論に参加し、私達抜きに
私達のことを決めないで！と積極的に意見交換を重
ねたこと。等の話を聞きました。
　障害者権利条約の注目点は、障害による困難を社
会がカバーすることで誰もが暮らしやすい社会、そ
のためには合理的配慮、福祉サービス、差別がない、
人と人とのつながりのある社会を目指すことが必要
との話でした。
　次に虐待防止の視点の話に移りました。
　どこにも虐待の芽は生まれ、信頼していた評価の

高い施設でも虐待は起きている、という話でした。
そして、施設の利用者への権利侵害をエスカレート
させないで未然に防止する、起こっても早期発見し
て迅速な対応を、とのことでした。
　虐待はぜったいにあってはならないし、一人ひと
りの人権と意思を尊重し本人の持っている良いとこ
ろを探し、活かし、笑顔が引き出せる前向きな支援
を、押しつけるのではなく地域の人達が協力、親、
家族が力を合わせて行うことで、一人ひとりの生活
が充実することを願いたいと思いました。
　聞きなれない言葉、横文字ありでしたが、内容が
濃く色々と学ばせて頂き、大変貴重な時間でした。
ありがとうございました。

　5月20日、豊島区勤労福祉会館で開催された第86
回東肢連定期総会に参加させていただきました。
　総会に先立ち、東肢連・高橋勝幸会長のご挨拶が

あり、続いて議事報告終了後「虐待から権利条約を
考える」と題して、講師の東洋英和女学院大学教授・
石渡和実氏の議演がありました。

江
戸
川
区

感　想
江戸川区肢体不自由児者父母の会　秋元　長子

大
田
区
東肢連総会と講演会に参加して

大田区肢体不自由児者父母の会　渡辺　静子
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　最近の障害者福祉の動向から始まり、権利条約の
話でした。

・障害者を「権利の主体者」と位置付ける
・障害者が「人生のあらゆる場面で差別されない」
・障害者の「固有の尊厳の尊重」を促進する
・.合理的配慮により「障害による困難を社会がカ

バーする」
　続いて虐待については、最近発生した事件からの
話でした。

・.パニックになった男性に馬乗りになられ、肋骨
を骨折

・.知的障害者施設入所者が腹部を蹴られ、二日後
に呼吸困難で死亡

・施設入所者がベットの下敷きになり、窒息死
・その他に性的虐待、ネグレクト、心理的虐待.等

　これらの虐待は密室で起きることが多く、特に夜
間の手薄になった中パニックになって、ついつい起
こしてしまう。小さな出来事から心身に傷を負わせ
る結果にまでエスカレートしていく。しかも事件は
パイオニア的な施設で起きているようです。
　支援については、ハンディやマイナス面ばかりで
なく、その人の持つ長所や強さに着目し、伸ばす力
…援助することで利用者も自分自身に自信が持てる
ようになり、夢や希望を持たせることにもなります。
　限られた時間でしたが、たいへん有意義な時間を
過ごさせていただきました。

　障害者と呼ばれる一人でありますが、今までに虐
待という言葉を意識したことは､ ほとんどない､ あ
る意味幸福な生活をおくってきました。
　今回､ 講演会に参加して､ いろいろと考えさせら
れました。虐待とは上下関係で力の有る者が無い者
を､ 差別とは対等な者が力により不当に扱うという
ことだそうです。これは誰にでも加害者・被害者に
なる関係だなと思いました。
　本来､ 人としてその人の生活をささえるはずの職
員が弄ぶ､ 訴えることができないことが判っていて
狙って行為をするその実態を想像するに､ 難しくな
いなと思いました。存在の否定や自己否定に結びつ
く社会参加を奪われた状態はあってはならないこと
だなと思います。
　しかし､ 人を人として思いやる寄り添う気持ちが､
大事なことであるのは判っていますが､ 忘れられて
しまう日常生活の現実も否定できないことだと思い
ました。
　障害者にとって援助支援は､ 自己責任が伴う支援
付き自己決定を意思決定支援と表現されているよう
に､ マイナスからゼロに､ できないことをできるよ
うにすることが結果的に本人にとって追い詰められ
辛いことになります。
　そこで本人の自己実現をめざした長所､ 力､ 強さ

に着目した援助をする ｢いいとこさがし｣ は､ なん
て､ すばらしいプラス思考の発想だなと思いました。
　また､ イソップ童話の ｢北風と太陽｣ をとりあげ
られ､ 旅人のマントを脱がすために､ それぞれが､
どのような対応をしたかの例は､大変わかりやすかっ
たです。北風は強い風を吹かせ無理矢理に脱がせよ
うとする（パターナリズム（父権主義･温情主義）上
から目線で守ってやる）､ 太陽は暖かい日差しに笑顔
で（自らの力を高めるエンパワメント）自らマント
を脱ぐという内容でした。ここでのエンパワメント
とはパワー欠如した状態になった人々に対して､ そ
こから脱するための一連の援助､ 否定的な評価を変
えるように働きかける意味で､ その人の多様性（違
い）を認めあう同等の立場にたち､ 寄り添う支援に
なります。
　最後に難しいことはわかりませんが､ この虐待防
止法が成立せざる得ない現実をどのように捉えたら
いいのか複雑な気持ちになりました。また､ 障害者
という表記を変えることを社会･行政では問題にも
なってないのではと思いました。私たちにとって､
今あるこの状態を一生受け入れていくしかないのに､
害という言葉が一生ついてまわるのは､ あまりに酷
ではないでしょうか？

品
川
区
東肢連講演会に参加して

品川区肢体不自由児者父母の会　武田　澄昌
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東京障害フォーラム（ＪＤＦ東京）総会・講演会報告
東肢連副会長　河井　文

日　時：2015年6月11日（木）　13：15〜16：30
場　所：戸山サンライズ　2Ｆ大会議室
出席者：上野賢事務次長　　河井文

�総会について�
・.加盟16団体中出席10団体、委任状１団体で総会

は成立
・議事内容
　①.　団体名称及び実行委員会から幹事会等の組織

名称の変更のための会則変更について⇒承認
　②.　会費について⇒2014年・2015年の2年分を徴

収（2014年は請求しなかったため）
　③.　東京都条例に関する請願について⇒内容をさ

らに検討し、再提出を目指す。2015年度中に
フォーラム開催を目指し、草の根の活動を盛り
上げる。東京都の対応要領策定の動きをチェッ
クする。　

�講演会について�
テーマ：「障害者制度改革」〜第2ラウンドの動向〜
講　師：尾上浩二.氏　DPI（障害者インターナショナル）
　　　　日本会議　副議長

　尾上氏は現在、内閣府障害者政策委員会の事務局
であるが、今回はDPI副議長としての講演である。
障害者差別解消法とその基本方針について要点別に
解説。法の対象が日常生活や社会生活全般に係る広
い分野であることや、合理的配慮が権利条約の定義
を踏まえ社会モデルの考え方に基づくものであるこ
とを確認した。今後、合理的配慮不提供の正当な理
由の視点が、対応要領や対応指針策定の段階で低い
レベルにならないよう監視する必要があるとのこと。
障害者差別解消法は、紛争解決の仕組みが弱いため、
これを補完するために各地域での条例づくりが重要
だと述べた。東京都は他の道府県と比べ、対応要領
策定の動きが遅いように見受けられ、障害者団体は
積極的に動くべきとの指摘。地域協議会の設置や今
後の各地域の取り組みが障害者差別解消法の施行や
3年後の見直しに大きな影響を与えるとのこと。
　障害者権利条約を批准、発効し、障害者に係る法
が整備されてきたが、これらの法律の実効性を持た
せるために、東肢連として東京都に働きかけること
はもちろん、各地区においても事例を収集するなど
具体的に動く必要性を強く感じた。今後地区連絡会
などでの情報交換を進め、各地区で障害者権利条約
に基づく、障害者差別解消法が地域に根付いていく
よう一層の努力が求められている。

　今年も昨年に続き「駅前放置自転車クリーンキャ
ンペーン実施大綱」が下記（一部省略）のとおり決
まり、実施されることになりました。今回も東肢連
として協賛することになりましたのでご協力お願い
いたします。

記
1　目　的
　都内の各駅周辺には、大量かつ無秩序に自転車等
が放置され、歩行者の通行を阻害し、また街の美観
を損ねるなど大きな社会問題となっている。

　そこで、放置自転車問題を広く都民に訴えるため、
関係する諸機関が相互に協力して、駅前放置自転車
クリーンキャンペーン（以下「キャンペーン」とい
う）を実施する。
2　内  容　

（1）別紙Ⅰ（省略）のとおりとする。
（2）..活動の重点は、「広報活動、駅前放置自転車の規

制・撤去等」とする。
（3）...統一標語は「困ります!　自転車置きざり　知ら

んぷり」とする。

第32回　駅前放置自転車クリーンキャンペーンにご協力を
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《 東京都肢体不自由児者父母の会連合会  賛助会員募集のご案内 》
東京都肢体不自由児者父母の会連合会では、賛助会員の募集をしています。

賛助会員会費　個人会員一口　　3,000円
. 団体会員一口. 10,000円

尚、賛助会員の皆様には、年3回発行の会報「東肢連」の発送や各種イベントの案内をお送りさせていただきます。

事 務 局 通 信

　当会ホームページ「東肢連　Toushiren.HP !」をスマートフォンでも見られるようにリニューアル
しました。中身についても少しずつ手を加えていく予定です。
　詳細は　http://www.toushiren.com/　にて。

『ホームページリニューアルのお知らせ』

3　時　期
　平成27年10月22日から同月31日までの10日間
とする。
　またキャンペーン事前周知活動も実施する。
4　キャンペーンの実施・参加機関等

（1）.実施・参加機関等
主　　催　東京都・区市町村
構成団体　国土交通省（東京・相武国道事務所）、

警視庁、東京消防庁、東日本旅客鉄道（株）、（一
社）日本民営鉄道協会（関東鉄道協会）、（一社）
東京バス協会、（一社）東京ハイヤー・タクシー
協会、東京商工会議所、東京都商店街振興組合
連合会、関東百貨店協会、（一財）日本自転車普
及協会、（一財）東京都交通安全協会、東京都公
立高等学校長協会、東京都障害者団体連絡協議
会（（一社）東京都肢体不自由児者父母の会連合
会、東京都盲人福祉協会）、他14団体

協力団体　（社）東京都個人タクシー協会、日本
チェーンストア協会、ほか3団体

（2）...各実施・参加機関等の役割は別紙Ⅱ（省略）の
とおりとする。

5　実施計画の策定（省略）
6　首都圏レベルでのキャンペーンの実施

（1）.趣..旨　　
　自転車等の大量放置現象は、都を取り巻く首都圏
域においても広くみられ、その問題解決のためには、
都の区域を超えた広域的対応が要請される。
　そこで、キャンペーンの実施に当たっては、隣接
3県（埼玉県、千葉県、神奈川県）及び5政令指定都
市（横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原
市）と密接に連携し、可能な限り同一歩調をもって
首都圏レベルでのキャンペーンを実施する。

（2）.隣接県・市との協力、連携
　各参加機関・団体は、隣接3県及び5政令指定都
市との連携を密にするとともに、当該県・市町村か
ら協力要請があった場合は、可能な限りこれに応じ
るものとする。

・西田充
・蒲倉聡
・木村知鶴
・（株）東京在宅サービス
・コカ・コーライーストジャパン（株）

・FVイーストジャパン（株）
・アサヒカルピスビバレッジ（株）
・（株）アペックス
・（株）八洋
ご支援いただき感謝申し上げます。

『平成27年度　賛助会員・支援企業（敬称略）』（ 7月10日現在）


