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会長就任のご挨拶

　会員並びに関係機関の皆様には日頃より当会に対
しまして、多大なるご理解、ご支援、ご協力を賜り
ますことに深く感謝申し上げます。
　この度、東京都肢体不自由児者父母の会連合会会
長に就任いたしました、河井文（かわいあや）と申
します。東京都府中市在住で、府中市肢体不自由児
者父母の会会長になって今年8年目になります。
　第一子として生まれた子供が出産翌日に大きな発
作をおこし、出産と同時に重症心身障害児の親とし
ての生活が始まりました。子供は29歳で、今年11
月に30歳になります。この30年の間に肺炎などに
よる入院を何回もしたり、昨年には喉頭気管分離手
術を受けたりと色々なことがありましたが、様々な
出会いや多くの支援によって、現在は、週5日生活
介護の作業所に通所し、また短期入所やヘルパーの
利用など福祉サービスを受けながら、家族4人で平
穏な暮らしを続けています。
　初めは不安しかなく、将来の見通しも無いままた
だ毎日の家事や育児をこなすことで精一杯でした。
しかし、通園施設や養護学校での友達、職員の方や
先生方とのやりとりを重ねていくうちに、その生活
が「特別な人」ではなく、「あたりまえの人」の日常
になっていったような気がします。笑ったり、泣い
たり、怒ったり、感動したり…色々なことをそのま
ま受け入れていける心の安定をもたらしてくれまし
た。親の会や学校のPTA活動などで知り合った人た
ち（もちろん同年代だけでなく、年上の方や年下の

方たちもたくさんいます）が、子供や私の世界を広
げてくれました。
　今、父母の会の活動を継続することの難しさを各
地区が課題としています。これは、東肢連加盟の各
地区のみならず、他の道府県も同じ状況です。また、
学校PTAや地域の自治会なども同じ問題を抱えてい
ると思います。しかしながら、行政や関係機関に子
どもたちや親の思い、必要な支援について訴えてい
けるのは、父母の会という組織があってのことです
し、何より、同じ悩みを分かち合える仲間がいる心
強さがあります。私たちの考えや取り組みを若い世
代を含め、より広く丁寧に伝えていく努力が必要と
考えています。
　また、障害者権利条約が批准され、障害者差別解
消法など関連法案が施行されていますが、真の共生
社会実現のためには当事者の声を上げていくことが
更に重要になってきます。会員一人ひとりの声はも
ちろん、地域の色々な立場の障害児者や家族の声や
思いを集約し、東京都や国の関係省庁等に届けるこ
とも父母の会の重要な役割です。
　知識も経験も不足しており、会長としての務めが
果たせるのか自信はありませんが、加盟各地区の会
長始め会員各位のお力添えを頂いて精一杯努力して
まいります。
　皆様の更なるご指導、ご鞭撻をお願いいたしまし
て、就任の挨拶とさせていただきます。

　一般社団法人東京都肢体不自由児者父母の会連合会会長　河井　文
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　第87回定期総会が5月24日（火）11時より中目
黒GTプラザホールにおいて出席22地区（うち委任
状による代理1地区）により開催されました。
　上野�賢事務局長の司会進行により開会、高橋勝幸
会長の挨拶に続き、山田脩氏を議長に選出。議事録
署名人に島田泰介氏、三井美和子氏を選出したのち
議案審議に入りました。第1号議案の平成27年度事
業及び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27年度収支決算報告が上
野事務局長より説明され、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。�
　なお、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2年目の今年は順調に
円滑に事業が執り行われ、皆様のご尽力に敬意を
表します。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となり、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。東肢連としての運営資金(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
が、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実施しておりま
す＜地域別ブロック情報交換会＞も、それぞれに
特色のある情報交換会が開催されたとお聞きして
います。近隣地区が回り持ちで開催していくこと
の良さは、地区の役員さんや一般会員さんも参加
しやすくなり、多様な意見が交換されることが期
待されます。さらに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 �.��会員の増強、育成はどの地区において重要な課
題です。会長交代についても、なかなか担い手が
継承されず、苦慮しているとのお話もお聞きしま
す。先輩の皆さんが築いてきたレールを途切れさ
せず、少しでも前に進められるよう、力を合わせ
て頑張っていきましょう。今年度も新会長となら
れた河井会長をはじめ理事の皆様には、さぞかし
お忙しく大変なことと推察いたしますが、東京都
肢体不自由児者父母の会連合会へのご尽力をよろ
しくお願い申し上げます。

　以上の3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号議案の役員改選案について（8 ペー
ジ参照）山田議長より発表され異議なく承認されま
した。

高橋会長　退任の挨拶
　皆さん、退任にあたりまして大変お世話になりま
した。私は平成8年から東肢連に関わり、ちょうど
20年、その前にPTA会長として平成3年から平成8
年までと、それも合わせると凄くやりすぎたと思っ
ています。足がぬけられなくなり、やりたくてやっ
ていたわけではない。皆さんもそうでしょうけど、
障害のある子どもの幸せのために、これからも活動
を頑張っていただきたいと思います。

5月24日（火）�　中目黒GTプラザホール

第87回 定期総会報告
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新会長として

江戸川区肢体不自由児者父母の会

会長　秋元　長子

　東肢連地区連絡員として2年前よりお世話になっ
ておりましたが、この度4月26日の総会で承認を受
け、会長を務めさせていただくことになりました。　
長きに渡り諸先輩の方々により築き上げて来られた
父母の会、会の為にご尽力されました戸室前会長に

感謝申し上げます。
　江戸川区も高齢に伴い会員数も年々減少しつつ若
年層会員が増えず、悩みです…歴史ある父母の会を
引き継ぎ、どのように次の世代へ繋いで行くか…今、
私達会員の務めかと思い、そのためにも絆を深め前
進努力して参りたいと思います。そして誰もが住み
慣れた地域で自分らしい生活を送ることが出来るよ
うに願いたいです。
　経験不足で不安もいっぱいの私ですが、がんばっ
て参りますので東肢連の皆様のご指導の程よろしく
お願い申し上げます。

地区新会長就任挨拶

ごあいさつ

中野区肢体不自由児者父母の会

会長　山本　まゆみ

　先日の総会にてご承認いただき、6月12日より会
長を務めさせていただくことになりました。日頃よ
り東肢連役員の方々をはじめ、皆様には大変お世話
になり有難うございます。父母の会会員歴10年足ら
ずの若輩者ですので、大変なプレッシャーを感じな
がらの毎日です。

　今日、コカコーラの皆さんも、みえています。こ
の方々と「持ちつ持たれつ」お互いに協力し合って、
互いに支えあっているという意識をもって活動して
ほしい。もうすぐ60年ですから、どうぞ継続してい
ただきたい、これが無くならないように…但し子ど
もたちが幸せなら無くなってもいいですよ。障害の
ある人もない人も平等な社会なら会は無くなっても
いい。その辺は皆さんも重々分かっていると思いま
す。会長・副会長と東肢連には10年間本当にお世話
になりました。ありがとうございました。どうぞ次
の人をバックアップしてください。

河井会長　新任の挨拶
　改めまして先程ご承認いただきまして、今年度、
代表理事を務めることになりました府中市の会長を
しております河井文

あや

と申します。どうぞよろしくお
願いいたします。ここにおられます皆様をはじめ、
会員お1人お1人の皆様の活発なご意見、積極的な
ご参加をもって、はじめて東肢連が成り立つと思っ
ておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。

ただいま承認いただきました理事以外にも板橋区・
藤井亜紀子さん、台東区・勝呂みゆきさん、練馬区・
田中康子さん、品川区・菊地絵里子さん、大田区・
荒木千恵美さん、新宿区・島田泰介さん、品川区・
佐藤治子さん、大田区・福田功志さん、目黒区・岸
井泰子さん、杉並区・杉原千鶴子さん、江戸川区・
秋元長子さん、三鷹市・来栖田佳子さんにおかれま
しては地区連絡員もしくは福祉・総務・広報の各部
の構成員ということで今後、尽力的に関わっていた
だくことになるかと思います。至らない点が多々あ
るかと思います。皆様からの叱責をお受けして少し
でもより良い活動になるよう努力していきたいと思
いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

　第5号議案の平成28年度事業及び活動計画案が濱
川浩子常務理事より、第6号議案の平成28年度収支
予算案が上野事務局長より説明され、これらの2議
案も採決の結果承認され、11時50分に閉会しまし
た。
� （広報部　鈴木　真理子）
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地区会長に就任しての抱負

台東区身障児者を守る父母の会

会長　勝呂　みゆき

　平成28年度の総会におきまして、会長に就任いた
しました勝呂でございます。
　当会の会長交代につきましては、【必要な人が必要
な担い手になるべき】という理念があり、これを継
続していくための世代交代です。
　それぞれの立場になればそれぞれの必要な物が見
えてきます。その必要なものを精査し、会として子
供たちのために活動していくこと、これが父母の会
活動の原点ではないかと思いますので、今の仲間と
一層の団結力を持って、協力し合い頑張っていきた
いと思います。
　また私自身としましては、「親は現状にあきらめる
ことなく、願い、想いを言葉にして行動していくこ
と。語れる仲間を持つこと。そして親は子供の代弁

者として自分を超えること。」前任の会長から受けた
言葉ですが、この想いを私も担い手の一人として心
に刻み頑張りたいと思います。
　昨今、団体の役員も会員も年齢が高くなってきま
したが、次の世代を思うと続く新しい仲間、力があ
りません。障害を持つ子供も自立の名のもとに、施
策の前進とともにグループホームや、ヘルパー等で
暮らせるようになってきています。その暮らしを見
守ることや応援すること大事なことと思います。親
が亡くなった後、もっと切ない、苦しい生活をしな
くていいように、積み重ねられてきた歴史が後退す
ることなく、前進するためにも団体の存続は必要と
思います。かなり難しい問題ですがこの部分にも真
剣に取り組んでいく必要があると考えています。な
にか良い方法があればお教えいただきたいです。
　これから東肢連の各地区の皆様と、係わらせて頂
くことで各地区の情報等、また勉強させて頂くこと
がたくさんあると思います。これからご指導のほど
よろしくお願いいたします。

　障がい者を取り囲む環境は少しずつ改善されてき
てはいますが、行政が隅々まで目配り気配りするに
は御苦労もありますので、障がい者とその家族に代
わって、微力ではございますが取り組んでまいりま
す。

　東京オリンピック、パラリンピックの開催が近づ
き、バリアフリーについての論議が一層活発になっ
てきました。この追い風に乗り、障がい者が地域で
安心して普通に暮らせる社会を目指して活動してい
く所存です。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろし
くお願い申し上げます。
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平成27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66号（7月）、第67号（11月）、

第68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27年5月20日（水）
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：東洋英和女学院大学教授
　　　　石渡　和実�氏

（3）�研修大会（学習会）を開催した。
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：�「これからの相談支援体制と基幹相談支

援センターの役割について」
説明者：世田谷区立総合福祉センター　
　　　　相談訓練課長　齋藤　幸夫�氏
　　　　参加人数　83人　

（4�）�第48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）に参加した。
日　時：平成27年9月12日（土）〜13日（日）
会　場：サンポートホール高松（香川県高松市）
　　　　参加人数　41人

（5�）�第52回関東甲信越肢体不自由児者父母の会連合
会茨城大会に参加した。
日　時：平成27年7月11日（土）
会　場：県民文化センター（茨城県水戸市）
　　　　参加人数　75人

（6�）�平成27年度関東甲信越ブロック地域指導者育成
セミナーに参加した。
日　時：平成27年8月22日（土）〜23日（日）
会　場：上田市別所温泉　旅の宿南條（長野県）

第1日　テーマ
　　　　「相談支援が拓く、障害福祉の未来」
基調説明　��宮崎県障害児・者そうだんサポート

センター　田畑　寿明�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27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）�東京都立特別支援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。
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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。

地区名 実施日 実施場所
足立区 8月22日 城北特別支援学校体育館
板橋区 8月29日〜30日 山梨県下部温泉下部ホテル
江戸川区 11月1日〜2日 栃木県　那珂川苑
大田区 6月6日〜7日 冬桜の宿　神泉
葛飾区 12月19日 テクノプラザかつしか
北　区 11月8日 王子東武サロン
江東区 9月26日〜27日 サンライズ九十九里
渋谷区 10月1日 江ノ島・鎌倉大仏
品川区 12月25日 神戸市グリーアリーナ神戸
新宿区 12月6日 区立新宿養護学校
杉並区 11月27日 国会議事堂
墨田区 6月27日〜28日 五浦観光ホテル
世田谷区 9月17日〜18日 伊豆熱川温泉ホテルカターラ
台東区 10月3日 松が谷福祉会館
中央区 11月29日 カップヌードルミュージアム
中野区 9月27日 サンセットクルーズ東京湾他
練馬区 12月13日 光が丘区民センター
小平市 8月29日 小平福祉会館
府中市 11月7日 江戸東京博物館・東京スカイツリー
事務局 8月1日 墨東特別支援学校体育館

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。

（2）ブロック情報交換会を5ブロックにおいて開催
をした。

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
東京都知事宛に提出した。平成27年7月24日、福
祉保健局及び教育庁・生活文化局・オリンピック
パラリンピック準備局・交通局及び都市整備局へ
内容を説明し要望した。
　また、9月2日に民主党、公明党、9月3日に自
由民主党、共産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・事務局長合同会議に出席
した。
日　時：平成27年7月11日（土）
会　場：水戸市　県民文化センター
日　時：平成27年10月6日（火）
会　場：横浜市　神奈川県立県民ホール
日　時：平成28年3月2日（水）
会　場：藤沢市　藤沢市民会館

（3）新年会を開催した。
日　時：平成28年1月16日（土）
会　場：上野精養軒
　　　　参加人数　会員101名、来賓35名

（4）平成27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27年5月16日（土）
会　場：豊島区勤労福祉会館

（5）第86回定期総会を開催した。
日　時：平成27年5月20日（水）
会　場：豊島区勤労福祉会館
議　題：�平成26年度事業・活動報告及び収支決

算報告
　　　　��平成27年度事業・活動計画及び収支予

算案
（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11日、7月18日、10月10日、
　　　　　　2月13日
常務理事会：4月11日、6月1日、12月12日、
　　　　　　2月13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11日、5月9日、6月13日、
　　　　　　7月18日、9月19日、10月10日、
　　　　　　11月14日、12月12日、2月13日、
　　　　　　3月12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：5月9日、7月18日、11月20日
福祉部会：6月4日、10月10日、1月16日、
　　　　　3月12日
広報部会：5月20日、7月29日、9月19日、
　　　　　10月20日、11月26日、12月2日
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平成27年度　決算報告

平成 27 年度　収  支  計  算  書
平成27年4月1日�から�平成28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 （ 1,061,000�） （ 1,124,000�） （ ▲�63,000 ）
正会員会費収入 1,025,000� 1,025,000� 0 22地区
賛助会員会費収入 36,000� 99,000� ▲�63,000 東京在宅サービス他

�事業収入 （ 1,300,000�） （ 1,230,000�） （ 70,000 ）
参加事業収入 1,300,000� 1,230,000� 70,000 新年会他

�補助金収入 （ 6,010,000�） （ 5,981,106�） （ 28,894 ）
公共補助金収入 300,000� 300,000� 0 NHK歳末助合い
民間補助金収入 5,100,000� 5,071,106� 28,894 自販機還元金
民間助成金収入 610,000� 610,000� 0 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�） （ 215,157�） （ ▲�64,157 ）
受　取　利　息 1,000� 1,257� ▲�257
雑　　収　　入 150,000� 213,900� ▲�63,900 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） 8,544,000� 8,572,263� ▲�28,263
前期繰越収支差額 6,856,000� 6,856,740� ▲740
収�入�合�計　�（b） 15,400,000� 15,429,003� ▲�29,003

＜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 （ 5,450,000�） （ 5,145,719�） （ �304,281 ）
社会啓発事業費 3,300,000 3,581,121 ▲�281,121 会報、各大会
家庭療育事業費 1,000,000 1,007,941 ▲�7,941 さわやかキャンプ他
調査研究事業費 800,000 300,632 499,368 福祉部活動費
通 信 事 業 費 350,000 256,025 93,975 ホームページ運営費

�管理費 （ 4,008,000�） （ 3,708,065�） （ 299,935 ）
会　　議　　費 80,000 22,662 57,338 理事会他
旅費・交通費 50,000 46,540 3,460 職員交通費他
通信・運搬費 210,000 257,006 ▲�47,006 電話・メール他
印刷・製本費 120,000 120,000 0 コピー代
賃　　借　　料 777,000 778,400 ▲�1,400 事務所賃借料
消　耗　品　費 200,000 25,731 174,269 事務用品等
会　　場　　費 35,000 57,600 ▲�22,600
負 担 金 支 出 390,000 400,000 ▲�10,000 全肢連会費他
諸　　謝　　金 0 0 0
公 租 ・ 公 課 70,000 70,000 0
寄 付 金 支 出 23,000 23,000 0 共同募金会
人　　件　　費 1,653,000 1,682,440 ▲�29,440 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 95,000 ▲�15,000
雑　　　　　費 200,000 9,686 190,314 登記料他

�事業費�・�管理費　合計 9,458,000 8,853,784 604,216
�繰入金支出 0 0 0
繰 入 金 支 出 0 0 0

�予備費 5,942,000 0 5,942,000
予　　備　　費 5,942,000 0 5,942,000

�当期支出合計（c） 15,400,000 8,853,784 6,546,216
�当期支出差額�（a）‐�（c） ▲�6,856,000 ▲�281,521 ▲�6,574,479
�次期繰越収支差額（b）‐�（c） 0 6,575,219 ▲�6,575,219
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平成28年度　事業及び活動計画

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（69号）、11月（70号）、

3月（71号）
配布先：�会員全員、関係機関、関係団体
� （特別支援学校長、特別支援学校PTA等）

　②　講演会の開催
日　時　平成28年5月24日（火）　定期総会時
会　場　中目黒GTプラザホール
テーマ　差別解消法にみる合理的配慮とは
講　師　松原豊氏（こども教育宝仙大学教授）

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28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。

役員改選
（順不同）

役　員 氏　　名 地　　　区　　　名 備　考
理　事 �河　井　　　文 �府中市肢体不自由児者父母の会 再　任
〃 �三　井　美和子 �世田谷区肢体不自由児者父母の会 〃
〃 �秋　本　裕　美 �江東区肢体不自由児者父母の会カリヨン 〃
〃 �小　栗　敦　子 �小平肢体不自由児者父母の会 新　任
〃 �濱　川　浩　子 �中央区肢体不自由児者父母の会 〃
〃 �高　橋　勝　幸 �大田区肢体不自由児者父母の会 再　任
〃 �伊　藤　雪　子 �武蔵野市肢体不自由児者父母の会 〃
〃 �小　宮　隆　仁 �墨田区肢体不自由児者父母の会 〃
〃 �鈴　木　真理子 �足立区肢体不自由児者父母の会 〃
〃 �田　原　弘　美 �葛飾区肢体不自由児者父母の会 新　任
〃 �田　中　淳　子 �北区肢体不自由児者父母の会 〃
〃 �遠　藤　美砂子 �渋谷区肢体不自由児者父母の会 〃
〃 �中　澤　由　美 �中野区肢体不自由児者父母の会 〃
監　事 �山　田　　　脩 �目黒区障害者団体懇話会 新　任
〃 �竹　政　真　弓 �渋谷区肢体不自由児者父母の会 〃

　代表理事� 河井　　文
　業務執行理事（副会長）� 三井美和子� 業務執行理事（常務理事　広報）� 小栗　敦子
　業務執行理事（常務理事　福祉）� 秋本　裕美� 業務執行理事（常務理事　総務）� 濱川　浩子
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（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36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28年度　東肢連研修大会を開催する。
　　日　時：平成28年11月10日（木）
　　会　場：豊洲シビックセンターレクホール
　　テーマ：未　定
　　講　師：未　定
②�　第50回全国肢体不自由児者父母の会連合会全
国大会（神奈川大会）に参加する。
日　時：平成28年7月30日（土）・31日（日）
会　場：神奈川県立県民ホール

③　第53回関東甲信越肢体不自由児者父母の会連
合会神奈川大会に参加する。
日　時：平成28年7月30日（土）・31日（日）
会　場：神奈川県立県民ホール

④　第39回全国特別支援教育振興協議会に参加す
る。
日　時：平成28年12月2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
⑥　平成28年度関東甲信越ブロック地域指導者育
成セミナーに参加する。
日　時：平成28年10月1日・2日
会　場：茨城県

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87回定期総会の開催
日　時：平成28年5月24日（火）
会　場：中目黒GTプラザホール

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28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。

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28年5月21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28年度　収支予算
平成28年4月1日�〜平成29年3月31日

＜収入の部＞� （単位：千円）
科　　　　　目 27年度予算額 28年度予算額 増�減（▲） 備　　考

�会費収入　　　　　　 ������(1,061) ������(1,116) �����（55）
���正会員会費収入 　�����1,025 　�����1,020 ������▲ 5 �22地区
���賛助会員会費収入 ���������36 ���������96 �������60 �東京在宅サービス他
�事業収入　　　　　　 ������(1,300) ������(1,200) ���(▲ 100)
���事業参加収入 　�����1,300 　�����1,200 ����▲ 100 �
�補助金等収入 ����（6,010） ����（5,850） 　（▲160）
���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 　�����5,000 　��▲100 �自販機還元金
���民間助成金収入 　　　��610 　　　��550 �����▲ 60 �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） �����（201） �����（50）
���受　取　利　息　　　　　　　 　　　　　�1 　　　　　�1 ��������0
���雑　　収　　入　　　　　　　 ���������150 ���������200 �������50 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）　　　　　　　　 　����8,544 　8,389 ����▲ 155
前期繰越収支差額　　　　　　　　　　�����6,856 　�����6,575 ���������▲ 281
収入合計（B）　　　　　　　　 �����15,400 ����14,964 ����436

＜支出の部＞� （単位：千円）
科　　　　　目 27年度予算額 28年度予算額 増�減（▲） 備　　考

�事　　業　　費 　��（5,450） 　��（5,750） 　�����(300)
　社会啓発事業費　　　　　　　　� 　�����3,300 　�����3,700 400 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 ��������700 ������▲ 100 福祉部活動費
　通 信 事 業 費 ��������350 ��������350 ��������　0 ホームページ運営費
�管　　理　　費 ����（4,008） ����（3,828） ���　�(▲ 180)
会　　議　　費 　　　����80 　　　����60 ��������▲ 20� 理事会他
旅 費 交 通 費 　 　 　 　 　 　 　 　����������50 ����������50 �����������0 職員交通費他
通 信 運 搬 費 　 　 　 　 　 　 　 　���������210 ���������210 ��　　�　��0 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 �　������100 �������▲ 100 事務用品等
会　　場　　費 　���　���35 　���　���50 ��������　15
負 担 金 支 出 　 　 　　　　　　�　　　　390 �　　　　395 ��　　　���5 全肢連会費他
諸　���謝���　金 ����　　���0 ����　　���0 �����������0
公　租　公　課　　　　　　　　 ���　　���70 ���　　���70 ���　　�　�0 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 　　　���100 ��������　20
雑　　　　　費 ���������200 ���������100 �������▲ 100 振込手数料他

�事 業 費 ･ 管 理 費　合計 �������9,458�� �������9,578�� ��������120
�予　　備　　費 ����（5,942） ����（5,386） ����（▲556）
���予　　備　　費 �������5,942� �������5,386� ������▲ 556
�当期支出合計（C） ������15,400 ������14,964 ������▲ 436
�当期支出差額（Ａ）－（Ｃ） �����▲ 6,856� �����▲ 6,575� ��������281
�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。
　本年4月1日より「障害者差別解消法」が施行さ
れましたが、重度の障害者が地域で暮らし続けるに
は、まだ様々な困難があります。これらの課題を一
つひとつ解決することにより、全ての人にとって住
みよい社会の実現につながると考えております。
　今年度は数ある要望の中から、特に、また早急に
取り組んで頂きたい項目を重点要望として挙げまし
たが、すべての要望項目が必要不可欠なものである
ことを申し添え、一日も早い実現を期待しております。

【重点要望事項】
1.��住まいの場について

①　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。

②　どんなに障害が重くても地域の中で本人の望む
暮らし方をしたい、ということは障害当事者や親
の願いでもあり、また東京都の目指すところでも
あると思いますが、グループホームで行える医療
的ケアには限界があり施設入所を望む声も多くあ
ります。また、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。

2．短期入所の拡充について

①　障害当事者や介護する親の高齢化に伴い短期入
所の利用希望が増加していますが、現状では施設
数が足りず思うように利用できません。各地域の
短期入所定員が増やせるよう市・区に対し助成し
てください。

②　短期入所施設を利用する者に医療的ケアを行っ
た場合には医療連携体制加算を活用できることと
なっていますが、受け入れが進んでいないのが現
状です。各地域の短期入所施設で医療的ケアを必
要とする障害児者の受け入れが進むよう市・区に
対する支援を強化してください。

3．都立療育センターについて

①　東京都においては、どんなに障害が重くても必
要なサービスを受けながら地域で暮らしていける
社会の実現を目指し、市・区に対し重症心身障害
児者の療育環境が整うよう様々な補助を行ってい
ただいているところですが、地域の通所施設は濃
密な医療的ケアを必要とする障害者に対応できる
十分な環境が整っているとは言えず、依然として
都立療育センターへの通所を希望する障害者は増
加の傾向にあります。新たな重心通所施設を建設
するか、既存施設の拡充を行ってください。

②　都立療育センターは、特に医療ニーズの高い障
害児者の地域生活支援の中核としてニーズに対応
でき得る病床や人員の確保とともに、質の高い支
援の提供や地域の施設への技術支援や情報の発信
等、センター的役割を担えるよう拡充を図ってく
ださい。
・東部療育センターでは、歯科、小児科、神経内
科以外は非常勤医師での対応となっていますが、
北療育センターや心身障害児総合医療療育セン
ターには常勤の整形外科医がおり、利用者や外
来での整形外科診療が行き届いています。東部
療育センターにおいても常勤医師による診療が
行えるよう検討してください。

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、

平成29年度　東京都予算に対する要望
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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。

4．介護職員の確保について

①　障害児者が在宅生活を維持していくためにはヘ
ルパーの確保が不可欠ですが、重度の障害児者に
対応できるヘルパーが不足しており事業所から断
られるケースもあります。都は、研修等で重度の
障害児者に対応できるヘルパーを育成するととも
に、専門性や能力を評価し報酬に反映するなどヘ
ルパー技術の向上に努めてください。
②　障害者支援施設においても職員の離職や求人に
対する応募が少ないなど人材確保が課題となって
おり、職員不足によるサービス水準の低下が懸念
されます。介護職の低所得は運営する民間事業者
の努力だけでは補えないことでもあるので、国に
対し介護職員の処遇が改善されるよう引き続き求
めるとともに、都として加算を上乗せするなどの
対策を講じ、障害者支援施設等においてのサービ
ス水準が職員不足によって損なわれることのない
ようにしてください。

5．教育の充実について

①　特別支援学校の児童・生徒の増加に伴い教室が
不足し、カーテンで仕切って１教室で2クラスが
授業を行っているケースもあります。このような
状態は望ましい教育環境と言えないので、早急に
対策を講じてください。
②　都立特別支援学校に通う児童・生徒の中には通
学距離が長くバス乗車時間が60分を超えるケース
があります。車イスを固定し長時間バスに揺られ
ることは、身体への負担が大きく二次障害を引き
起こす心配もあります。バスの台数を増やしたり
小型化するなどの対策を講じ、乗車時間の短縮を
図ってください。
・都立永福学園のスクールバスを利用する新宿区
の在校生は、幹線道路を通ることもあり特に長
時間乗車がみられ、早急な対策が望まれます。

6．防災について

①　災害対策については、各自治体で地域防災計画
に基づき対応することになりますが、各区・市の
計画において地域間格差が生じないよう避難行動

要支援者、とりわけ重度の障害者および重度障害
児者のいる世帯の視点が欠けることのないように
指導してください。

②　避難行動要支援者である重度の障害児者は、災
害時、インフラの停止により生命を維持すること
が困難になることが予測できます。そのような場
合の被災地外への避難等に関しては市・区の枠を
超えた対応が必要であると考えられます。都とし
て広域避難を視野に入れた計画の策定、近隣県と
の連携強化をお願いいたします。

 新１ 　訪問系サービスの国庫負担基準について

　国は、財政的な理由から訪問系サービスに上限を
設けたうえ特別区や人口30万人以上の市・区につい
て基準を超過した分の国庫補助を打ち切るとしてお
り、東京都では多くの市・区が当てはまります。国
庫負担基準を超過している市・区が支給量を制限し
地域で自立する障害者の生活が脅かされることのな
いよう、都は引き続き国に負担を要求するとともに
市・区へ財政支援をするなど対策を講じてください。

 新 2 　�東京都多摩スポーツセンターの改修工事
について

　2020年オリンピック・パラリンピックの開催に伴
う東京都障害者総合スポーツセンターの改修工事に
際しては、利用者の利便性にご配慮いただき、工事
期間中の施設の休止、一時閉鎖等が最小限に留めら
れるようお願いいたします。

 新 3 　都立施設のバリアフリー化について

　都内の公共施設においてはバリアフリー化が進ん
できていますが、障害者の利用しやすい施設数はま
だ十分とはいえず、依然として予約が取りにくい状
況です。宿泊施設、スポーツ施設など障害者が優先
的に利用できる時間や日にちの枠を増やしていただ
くとともに、今後も都立施設の改修等に際しては、
障害児者の利用しやすい施設となるようバリアフ
リー化に努めてください。
　東京都障害者総合スポーツセンター（王子）はパ
ラリンピックに向けて予約が取りにくくなることが
予想されます。また、高尾の森わくわくビレッジ、
BumB東京スポーツ文化館なども障害者がさらに利
用しやすくなるよう優先枠等を設けてください。
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【継続要望事項】
1．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　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 な々ニーズに応え
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。
④　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。
⑤　在宅から施設へ入所すると、これまで利用して
いた地域生活を支援する移動支援等は利用できな
くなり、日中活動の幅が狭まります。施設入所支
援による外出の支援などが充実するよう職員配置
を増やすか、生活介護施設に通所するなど日中活
動の充実を図ってください。また、それが叶わな
いのなら市・区の裁量により実施される移動支援
を利用し休日に入所施設外での活動に参加しやす
くするなど、施設入所者が従前の地域生活を維持
できるよう市・区に指導してください。

2．在宅支援について

①　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。
②　医療的ケアの必要なものも含め、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。
③　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。

④　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。成人障害者にとっても、
生活介護や就労支援施設とは別の集団で仲間と
過ごす時間はQOLの維持の上でも必要です。移
動支援による個別活動だけでなく、集団活動を
望む障害者には余暇活動支援ができる制度の構
築を望みます。

3．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　施設整備のために都有地を積極的に提供してく
ださい。

⑥　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。

4．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
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。
・昨年度も同様の要望をし、補装具費支給事務取
扱指針において実耐用年数には相当の長短が考
えられるため再支給の際には実情に沿うよう十
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分配慮する旨の回答をいただいていますが、取
り扱いに差がありなかなか必要性をご理解いた
だけないケースも見受けられます。担当する方
により差が生じないよう取扱指針の内容の周知
が図られるよう指導をお願いいたします。

③　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。

5．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。
②　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。

6．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。
①　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。
②　公共施設のエレベーターは17人乗り、24人乗り
など大型の車イスが入れる大きさにしてください。
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。
③　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。

④　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。

７．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。

④　初等、中等教育校舎のバリアフリー化が進むよ
う、一般学校に通う障害児に対する合理的配慮等、
教育行政の取組を推進してください。

⑤　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。

８．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。

９．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。
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平成28年度東肢連講演会
障害者差別解消法にみる合理的配慮とは

　平成 28 年 5 月 24 日（火）中目黒GTプラザホールにおいて平成 28 年度
東肢連講演会が行われました。講演に先立ち司会の秋本常務理事から、講
師を務めていただく　こども教育宝仙大学教授　松原 豊氏の紹介がありま
した。特別支援学校の教員を長く勤め、車いすダンスの指導やシーティン
グの本の監修など、障害児者に関わる多方面での豊富な体験・知識をもと
にお話していただきました。

◆障害者差別解消法とは

　障害者差別解消法は、今年の4月から施行されて
間もないものです。たぶんこれからいろんなところ
で混乱が起きたり、これはどうなんだ？　あれはど
うなんだ？　という話が出てくるかと思います。そ
のときに正しいところをみんなで勉強していければ
と思います。
　「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法
律」が正式名称です。これの上位法の「障害者基本
法　第4条　差別の禁止」の規定を具体化するもの
です。
　そして、障害者権利条約の第１条　目的　「全ての
障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全か
つ平等の享有を促進し、保護し、及び確保すること
並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進すること」
を達成するものです。
　障害者権利条約は、日本も、国連に加盟している
ほとんどの国が批准しています。国連の条約という
のは、批准すると日本の国内法をそれに従って変え
なければいけないのです。それで今、いろいろな法
律が変わっているんです。教育の方でいうと障害者
権利条約に入っている、できるだけ障害のある人も
ない人も一緒のところで勉強するのが必要だよとい
うインクルージョンですが、文部科学省が急ピッチ
で作業を進めています。ドイツなどすでに特別支援
学校がなくなってしまったところもありますが、日
本の場合、逆に保護者の方が特別支援学校を求めて

いて、特に知的障害の特別支援学校は定員が増えて
います。ニーズが高いので、諸外国のように完全な
インクルージョンにはならないかなと思っています。
　障害者権利条約の第2条　定義　「障害に基づく差
別には、あらゆる形態の差別（合理的配慮の否定を
含む）を含む」は、障害を理由にいろいろなところ
で差別してはいけませんよということなんです。こ
の中に「合理的配慮の否定を含む」というのが、今
までなかった概念なんです。「障害があるから配慮し
てください」ということはありましたが、「合理的配
慮」という言葉が出てきたのは、本当に最近です。
　「合理的配慮」は、必要かつ適当な変更及び調整で
あって過度の負担を課さないとなっていますが、何
が過度の負担かよくわからないのが問題です。
　第8条　意識の向上は、（障害者差別解消の）気持
ちや心構えを育てていきましょうということ。「あら
ゆる活動分野における障害者に関する定型化された
観念、偏見及び有害な慣行（性及び年齢に基づくも
のを含む）と戦うこと」ということは、「障害がある
からこれは無理だよね」とか「あきらめてください」
という思い込みとこれからは戦って勝ち取っていく。
「何とか考えてください」というところをしていかな
ければいけないことになってくると思います。
　そのためには、「教育制度の全ての段階において障
害者の権利を尊重する態度を育成すること」。今育成
されていると思いますか？ないですよね？障害倫理
教育をやっている中学校小学校はけっこうあります

講師の松原豊氏
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が、間違った教育が多いですね。盲導犬と手話と車
いすを持ってくれば、障害者がわかったみたいな…
「いやいやそれ、違うよ」ってよく言うんですけど。
盲導犬も点字も手話も使うのは一部の人です。重い
障害を教えられる先生がいない。
　もうひとつ困ってしまうのが「不便だね、かわい
そうね、そういう人には優しくね」ということで終
わっちゃうんです。そうではなくて、そこから始ま
る、どうやったら支援できるか、「あなたは何ができ
ますか？」ということを子供にきちんと身に着ける
ようにして欲しいんです。なかなかそこまでは至っ
ていない。

◆障害者制度改革の流れ

　2009年に始まり、2011年障害者基本法の中身が変
わってきて、障害の支援・理解が医学モデルから、
障害というのは社会が作っているという社会モデル
が導入され、発達障害など障害の範囲が拡大されま
した。2012年障害者総合支援法で重度訪問介護対象
拡大、重要な課題は3年間検討するとなり、2013年
障害者差別解消法が制定され、今年度からスタート
しました。障害者差別解消法には、「こういうことを
しなさい」という各則がないんです。大雑把なもの
しかない。各省庁からガイドラインが出てます。そ
れぞれの事例が出てきているというのが実態です。

◆なぜ差別禁止法が必要か？

　日本では障害者差別禁止法が今まではなかった。
「差別と配慮」はものすごく難しいところがありま
す。障害によって配慮が違っているので、難しいで
す。何が差別か共通の物差しがない。2003年シンガ
ポール航空搭乗拒否は「介助者がいれば乗れますよ」
と言われた障害者がひとりで乗ろうとして搭乗を拒
否された。裁判があり何回か原告の障害者が負けて
いますが、結果的には勝訴しました。なかなか理解
されない。アメリカではADA（障害のあるアメリカ
人法）ができて差別になりますが、日本では差別で
はない。差別禁止法がないからです。

◆世界の差別禁止法

　最初につくった国は、1973年アメリカ。リハビリ
テーション法504条で政府から助成金を受けている

すべての機関が対象でした。
　障害に基づく差別の禁止　1990年ADA（障害の
あるアメリカ人法）は公的機関だけでなく、民間も
対象にカウンターの高さ、全ての入り口にスロープ
を付けるなど事細かく規定され、既存の施設を強制
的に全部直させたんですね。厳しい法律で当初、産
業界からクレームが付いたこともあります。でもか
なりバリアフリーの暮らしやすい街並みになってい
ます。車いすの方と一緒に行ったことがありますが、
ハワイは素晴らしく便利です。違反しているとADA
コーディネーターという人が来て、すぐに摘発され
ます。障害者用駐車スペースの駐車違反もすぐに摘
発されます。刑務所やホームレスのシェルターも車
いすに対応した留置場や部屋があります。　
　差別禁止法がある国は30ヶ国以上あります。

◆国連　障害者権利条約

　①障害は環境にあるという社会モデルの理念を導
入�②障害に基づく差別の禁止�③インクルーシブな
社会の3つの大事な点です。批准国159カ国（2015
年8月現在）です。

◆インクルージョン

　概念の説明で、エクスクルージョンは社会の中か
ら障害者を排除する。障害のある人とない人の社会
を別々にする分離はセブレゲーション。そのあとに
出てきたのはインテグレーション、統合ですが、障
害のない人の社会の中に別個に障害のある人を入れ
てあげますよというやり方です。現状はインテグレー
ションですが、将来的にはインクルージョンへ行き
たい。
　教育をみるとわかりますが、小学校・中学校・高
等学校と特別支援学校は別です。特別支援教育が始
まるまでは、文部科学省は「通常学級には障害のあ
る子はいません」とずーっと言ってました。「いや、
車いすの子はいますよね？」といっても絶対「うん」
と言いませんでした。統計も一切ないんです。
　それが「発達障害の子が通常学級にいますよ」と
なってようやく「通常学級にも障害者がいるので支
援してください」となって出てきたのが特別支援教
育なんです。文科省が初めて認めたものすごい転換
点なんです。もともと社会の中には障害のある人も
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ない人も構成員としているのだから、そういう社会
をつくりましょうというのが、インクルージョンで
す。この先どうなっていくのかわかりませんが、通
常学級の中に障害のある子もない子もいて、ニーズ
に応じて別の勉強をする子もいるし、こういうこと
をやりたい子はやり、同じクラスの仲間なんだよと
これから変わっていこうとしているとは思うんです
が、どこまで変わるかわかりません。
　実は最初、文科省は特殊学級をなくそうとしたん
ですが、特殊学級に在籍している保護者と先生から
反対運動が起きて残ったという経緯があります。通
常学級と一緒になってしまったときに今の学校で障
害のある子まで先生がちゃんとやれるのかという不
安もあったんでしょうね。それが保障されない限り
はある程度分けた教育は続くと思います。
　今の40人学級では無理です。ヨーロッパ並みに1
学級25人ぐらいにしておいて、そこに特別支援の専
門の先生が入るということにしないとインクルー
ジョンはできないと思います。諸外国はかなり先生
の数を投入していますし、1学級の生徒の数も30人
以下です。日本は、今小学校1、2年は35人学級な
んですが、お金のことしか考えていない財務省が40
人学級に戻そうとしています。絶対反対して、でき
ればすべての学年を30~35人学級にして欲しいです。

◆日本差別解消法成立まで

　2010年 11月に差別禁止部会がスタートし25回、
100時間以上の議論をしました。2012年9月に差別
禁止部会の意見が出て、12月に政権交代があり、2013
年2月には与党議員が「つくる」と明言し、4月に自
民・公明・民主の３党協議で法案作成されました。
残念だったのは「禁止法」ではなくニュアンスが弱
い「差別解消法」という名前になったことです。法
律上罰則がないんです。6月に全会一致で成立しま
した。

◆社会モデルの考え方

　機能障害と障害は別です。脊髄損傷で歩けない機
能障害はあるんです。階段しかなく階上に上がれな
い社会的障壁です。本当はこれが障害であるという
考え方です。障害は個人にあるのではなく、社会の
環境にあると考えるんです。

　社会の環境に対する個人のニーズはそれぞれで、
いろんな壁が出てきます。

◆障害者差別とは？

　治療や訓練を重ねて、心身の機能を回復させる。
それが自立や社会参加の条件とされてきました。こ
れが医学モデルです。極端にいうと障害のない人に
なりましょうということ。
　この法の最大の意義は、その発想を転換させるこ
とにあります。
　障害者に残されたありのままの能力に合わせ、代
わりに健常者の意識や社会の構造を変える。人とし
ての威厳を保ち、自由に暮らす権利を等しく保障す
るためです。
　この法の施行で変わるべきは健常者の方なのです。

◆差別の定義（部会意見）

1.��直接差別　「障害者はだめですよ」というもの
2.��間接差別
　結果的に障害者だけ排除するもの「自力通勤・自
力勤務ができるもの」「活字印刷に対応できるもの」
だけが対象ですというもの
3.��関連差別
　障害に関することで差別
　「犬は入店拒否」ということで盲導犬も入れない。
4.��合理的配慮の不提供
　障害者差別解消法には直接差別と合理的配慮の不
提供は、書かれていますが、間接差別・関連差別は
書かれていないので、これを盾にして「だめですよ」
と言ってくる可能性があります。そこは事例ごとに
考えましょうということになっています。今後事例
をためていかないといけない。結果的に間接差別・
関連差別も差別になると認めてもらわないといけな
い。3年後に見直しがありますから、訴えて行かな
いといけないと思います。

◆何が問題？

　「衣料品の店で車いすの人が買い物をするとき、服
のサイズを本人ではなく、付き添いの人に聞く」こ
れは差別です。本人に聞かなければいけない。意外
と差別とは気がつかないですよね。
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◆不当な差別的取り扱い

　障害を理由として、財・サービスの提供を拒否・
制限、または提供に当たって場所などを制限するの
は不当な差別的取扱いにあたります。

◆差別を受けた事例（就労）

　「倉庫の整理を頼まれて、そのまま倉庫に放置され
た（車いす利用者）」
　「お客さんの多い売り場に入ることを禁止された」
　「本人の同意なく最低賃金の特例を適用され、低賃
金となっていた」
　「精神科に通院するようになったら話しかけられな
くなった」
　「長めの休憩を取れるように配慮してもらったが、
同僚からはサボっていると言われた」
　「コミュニケーションを支援してくれる人、相談で
きる人がいなかった」
　実際就労している人たちの声ですが、かなりひど
い事例もあります。結果的に辞めさせる方向に持っ
て行ってるのかなという事例もあります。

◆登場人物は？

　障害のある人、障害者基本法の3障害、身体障害・
知的障害・精神障害で、発達障害は、精神障害の中
に含まれます。機能障害・社会生活学校生活を送る
上で何らかの困難がある人が主役として出てきます。
それから行政・各事業所。個人は対象となっていな
い。だから差別的にひどいことを言う人がいても、
解消法の対象ではないんです。

◆禁止法ではない

　違反した行政機関や事業所を罰する法律ではない。
身体障害者補助犬法で、できるだけすべての店に入
れるよう配慮してくださいとあるんですが、これも
禁止法ではないので、断っても罰せられないんです。
だから入店させてもらえないことがしょっちゅう起
こります。
　車いす・補装具を理由に差別されることもある。
つい最近、体育館の床が傷つくことを理由に車いす
バスケットボールチームに体育館を貸さないという
事例が出てきました。これからはそういうわけには
いかないと思うんですけどね。これが過度な負担に
なるかどうかなんですが、これからは問題になって
くると思います。こんなことで2020年パラリンピッ
クを開くんですかね？

◆差別の定義（差別解消法）

　不当な差別的取扱いは公的機関も民間も義務です。
合理的配慮の不提供は公的機関は義務、民間は努力
義務なんです。雇用のみ民間も義務です。
　不当な差別的取扱いは、直接差別は含まれますが、
間接差別・関連差別は、相談事例や裁判例の修正を
踏まえて対応すると言っているので、声を上げてい
かなければなりません。

◆直接的ではない差別

　マイカー通勤を禁じるなど、障害者だけのルール
でないとしても障害者ゆえに過大な負担を強いられ
る間接的差別です。動物の入店お断りは補助犬の入
店を断られる関連差別です。

◆不当か正当か

　「目的が正当で、正当な理由に基づく不均等な取扱
いは認められない」となっています。例えば、安全
を保つためなど客観的にみて正当な目的があるとき
ですが、どういうときなのかよくわかりません。や
むを得ないと判断するのは、当事者か事業者なのか
ですが、事業者の責任が大きいんです。事業者はや
むを得ないということを一所懸命立証しなければ、
正当とは認められません。
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◆合理的配慮とは？

　同じ機会を提供するために必要な配慮ということ
です。障害者だけの特別な権利か？という面白い議
論があって、「いやいや健常者にも合理的配慮はたく
さんあるでしょ」って。例えば健常者が2階に上が
れない建物はありますか？ないですよね？　階段は
健常者が2階に上がるための合理的配慮です。階段
を使えない人はエレベーターを付けるんです。障害
者のためだけじゃないんです。中身が違っているだ
けです。選択肢の問題でもあります。健常者は選択
肢が多いんです。障害のある方は選択肢が少ないん
です。合理的配慮をすれば、いろんなことができて
くるということになるんです。

◆差別か配慮か

　難しいのがいくつかあって「レストランで視覚障
害者に入り口近くの席に案内する」というのは、レ
ストラン側は何かあったらすぐ逃げられるように案
内していたのですが、視覚障害者は音がすごく気に
なるので、入り口近くは人の出入りでバタンバタン
するし、レジの音もするし、好きじゃないんです。
もっと奥まった席に行きたいんです。だけど店側と
するとこれが配慮で、すれ違いが起きているんです。
　「クラシック・コンサートで人工呼吸器装着者に対
して退場を求める」これは周りのお客様への配慮で
すが、一般人へのアンケートでは「この対応は正し
い」という方が多かったんです。これはちょっとびっ
くりしました。
　この２つは何が欠けているかというと、コミュニ
ケーションなんです。障害者と事業者の間のコミュ
ニケーションが完全に不足しているんです。コミュ
ニケーションがあればだいぶ解消できます。
　「バーゲンのタイムセールスで障害のある方と同じ
服を選び、先に入手したが、障害のある方に悪いと
思って譲った」先に取っちゃったけど、悪かったか
な？　「どうぞ」と譲ったんだけど、相手の尊厳を傷
つけちゃったかな？と。これもコミュニケーション
だと思うんです。一方的に決め付けにくいものがた
くさんあるので、コミュニケーションをしていくの
がすごく大事なんです。
　障壁があるとき、基礎的環境整備は皆に同じです

が、合理的配慮はひとりひとり違うんですね。

◆合理的配慮等具体例データ集

　内閣府のホームページhttp://www8.cao.go.jp/
shougai/suishin/jirei/　に出ています。
　「合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が
求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様
かつ個別性の高いものです。建設的対話による相互
理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対
応がなされるものであり、本データ集に事例として
掲載されていることを以て、当該事例を合理的配慮
として提供しないことがただちに法に違反するもの
（提供を義務付けるもの）ではない点にご留意くださ
い。」と書かれています。
　よくあるのは事例集が出ると事例集の通りにやら
れてしまう。違うんですよね。ひとりひとりニーズ
が違うんですから、これをこのまま真似してもだめ
なんです。
　内閣府が一元化していろいろな省庁のマニュアル
やガイドラインを全部作っています。

◆過重な負担

　「過重な負担」もあいまいな言葉で、「事務・事業
への影響の程度（事務・事業の目的・内容・機能を
損なうか否か）により過重な負担がある場合は合理
的配慮が免除される。」というのをうまく利用されて
しまわないか、心配なんです。
　実現可能性の程度（物理的・技術的制約、人的・
体制上の制約）、費用・負担の程度、事務・事業規
模、財政・財務状況によって変わってきます。
　過重負担かどうかについて、大企業、個人商店（零
細業者）では異なってきます。

◆差別解消法積み残し課題

　積み残し課題として次の4つを挙げます。
①　差別の定義が不十分。つまり直接差別の定義は
言っているが、間接差別・関連差別の定義は明記
されていない。

②　合理的配慮について民間は法的義務ではない。
③　「各則」がない。つまり差別的取り扱いや合理的
配慮の具体的内容などは法律の条文になく「ガイ
ドライン」に任せることになっている。
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④　紛争解決の仕組みが不十分で具体的な仕組みが
ない。
　この中で④が一番大事な課題です。合理的配慮の
不提供があったとき、どこに訴えればよいのか、ど
の様に解決すればよいのか、その仕組みがまだ不十
分です。

◆差別の解消のために

　まず障害者の側から「これは差別だ」と意思表明
をする必要があります。誰かが言ってくれる訳では
なく、障害者自身声を上げることをしなければ変わ
りません。尚、意思表明が出来難い方は、家族、支
援者が意思表明をしてもよいことになっています。
　そして課題は意思をどのような形にしていくかで
す。例えば文書にしてどこかに提出するのか、どう
いう形で意思表明が出来るのか、実はここがまだ不
十分です。だから法律が出来て施行されたけれども、
実際そのような場面に出遭ったときにどうすればよ
いのかを考えていかなければなりません。行政であ
れば窓口がありますが、民間の場合はどうでしょう。
交通機関ならば国交省が、福祉なら厚労省が窓口に
なりますが、これが結構めんどうくさかったりします。

◆差別解消の手段

　「調停」や「裁判」が考えられますが、条文の中に
「障害者差別解消支援協議会」をつくることが出来る
と書いてあります。しかし何それ？という感じがし
ます。そこで具体的に何が出来るかというと、何か
「命令」が出来る訳ではなく「協議が出来る」とあり
ますが具体的な判断はしないかもしれません。これ
では意味がありません。大事なのは、協議した具体
的な事例を行政や人権擁護委員会への橋渡しをコー
ディネートする役割を果たす協議会になるかどうか
です。そうなればよいと思います。
　もう一つ言えることは「裁判をするためのカード
が障害のある人に付与された」ということですが、
裁判にかかる費用などの課題があり、カードを持っ
てもカードをどう切るか、うまく切れるのかが問わ
れると思います。

◆対応要領・対応指針

　内閣府の対応要領と対応指針をベースとして他の

ほとんどの省庁がほぼ同じ対応になっています。
　独自のものをつくっているのが文科省と厚労省と
国交省です。文科省は教育面の差別。厚労省は福祉
事業者向けに丁寧でよい記述のあるものをつくって
います。また国交省は障害者団体と事業者団体が３
回の意見交換を行っています。ここでは内閣府の対
応要領を参考にします。まず３つのポイントとして、
①監督者の責務　②相談体制の整備　③研修・啓発
を挙げています。
①　「監督者」とは課長相当職以上の地位にある職員
を言い、その監督する職員に対し日常の執務を通
じた指導等により差別の解消に関し注意を喚起し
認識を深めさせること。また当事者等から苦情の
申し出等があった場合は迅速に状況を確認し適切
に対処しなければならない、と定められています。

②　障害者等からの相談等に的確に対応するために
「相談窓口」を置くことになっています。そして相
談等を受ける場合の配慮やコミュニケーションを
図る際には多様な手段を可能な限り用意して対応
すること。また寄せられた相談は関係者間で情報
共有し、以後の相談に活用すること等が定められ
ています。

③　職員に対して障害の特性や障害者に適切に対応
するための研修・啓発を実施する他に、新たに職
員になった者に対しては基本的事項を理解させる
ために、また新たに監督者になった職員に対して
は求められる役割を理解させるためにそれぞれ研
修を実施することとなっています。

◆対応要領に係る留意事項

　ここでは6つの事項、①不当な差別的取扱の考え
方　②正当な理由の判断の視点　③差別的取扱の具
体例　④合理的配慮の基本的な考え方　⑤過重な負
担の基本的な考え方　⑥合理的配慮の具体例を挙げ
ています。
①　正当な理由なく、障害者を、問題となる事務又
は事業について、本質的に関係する諸事情が同じ
障害者でない者より不利に扱うことに留意が必要、
と障害者の不利になる事はすべて不当な取扱であ
ると言っています。

②　正当な理由に相当するのは、障害者に対して障
害を理由として財・サービスや各種機会の提供を
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拒否するなどの取扱が客観的に見て正当な目的の
下に行われたものであり、その目的に照らしてや
むを得ないといえる場合、としています。尚、正
当な理由に相当するか否かは、具体的場面や状況
に応じて総合的・客観的に判断することが必要、
とし正当な理由があると判断した場合には、障害
者にその理由を説明し理解を得るよう努めること
が望ましい、と言っています。

③　○障害を理由に窓口対応を拒否する。
○障害を理由に対応の順序を後回しにする。
○�障害を理由に書面の交付、資料の送付、パン
フレットの提供等を拒む。
○�障害を理由に説明会、シンポジウム等への出
席を拒む。
○�事務・事業の遂行上、特に必要ではないにも
かかわらず、障害を理由に、来庁の際に付き
添い者の同行を求めるなどの条件を付けたり、
特に支障がないにもかかわらず、付き添い者
の同行を拒んだりする。

④　「合理的配慮」は障害者権利条約第2条に定義さ
れているものとし、個々の場面で障害者から現に
社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表
明があった場合、その実施に伴う負担が過重でな
いときは社会的障壁の除去の実施について合理的
配慮を求めています。
　そして、社会的障壁の除去のための手段及び方
法について、「過重な負担の基本的な考え方」に掲
げる要素を考慮し、代替措置の選択も含め、双方
の建設的対話による相互理解を通じて必要かつ合
理的な範囲で柔軟に対応がなされるもの、として
います。
　尚、意思の表明に当たっては障害者のみでなく
家族や同伴者等のコミュニケーションを支援する
者が本人を補佐して行う意思の表明も含まれてい
ます。また意思の表明がない場合（表明が困難だっ
たり家族・介助者を伴っていない）でも当該障害
者が社会的障壁の除去を必要としていることが明
白な場合には適切な配慮を提案するための建設的
対話を働きかけるなどの取組に努めることが望ま
しい、と言っています。
⑤　職員は、過重な負担と判断した場合は障害者に
その理由を説明し、理解を得るよう努めることが

望ましい、と言っています。
　説明の内容は、○事務又は事業への影響の程度。
（事務又は事業の目的、内容、機能を損なうか否
か）�○実現可能性の程度。（物理的・技術的制約、
人的・体制上の制約）○費用・負担の程度。以上
の三つを挙げています。

⑥　物理的環境への配慮の具体例
○段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター
上げ等の補助をする、携帯スロープを渡すなど
する。

○配架棚の高い所に置かれたパンフレット等を
取って渡す。パンフレット等の位置を分かりや
すく伝える。

○目的の場所までの案内の際に、障害者の歩行速
度に合わせた速度で歩いたり、前後・左右・距
離の位置取りについて、障害者の希望を聞いた
りする。

○障害の特性により、頻繁に離席の必要がある場
合に、会場の座席位置を扉付近にする。

○疲労を感じやすい障害者から別室での休憩の申
し出があった際、別室の確保が困難であったこ
とから、当該障害者に事情を説明し、対応窓口
の近くに長椅子を移動させて臨時の休憩スペー
スを設ける。

○不随意運動等により書類等を押さえることが難
しい障害者に対し、職員が書類を押さえたり、
バインダー等の固定器具を提供したりする。

○災害や事故が発生した際、館内放送で避難情報
等の緊急情報を聞くことが難しい聴覚障害者に
対し、電光掲示板、手書きのボード等を用いて、
分かりやすく案内し誘導を図る。

　意思疎通の配慮の具体例
○筆談、読み上げ、手話、点字、拡大文字等のコ
ミュニケーション手段を用いる。

○会議資料等について、点字、拡大文字等で作成
する際に、各々の媒体間でページ番号等が異な
り得ることに留意して使用する。

○視覚障害のある委員に会議資料等を事前送付す
る際、読み上げソフトに対応できるよう電子デー
タ（テキスト形式）で提供する。

○意思疎通が不得意な障害者に対し、絵カード等
を活用して意思を確認する。
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○駐車場などで通常、口頭で行う案内を、紙にメ
モをして渡す。
○書類記入の依頼時に、記入方法等を本人の目の
前で示したり、分かりやすい記述で伝達したり
する。本人の依頼がある場合には、代読や代筆
といった配慮を行う。
○比喩表現等が苦手な障害者に対し、比喩や暗喩、
二重否定表現などを用いずに具体的に説明する。
○障害者から申し出があった際に、ゆっくり、丁
寧に、繰り返し説明し、内容が理解されたこと
を確認しながら応対する。また、なじみのない
外来語は避ける、漢数字は用いない、時刻は24
時間表記ではなく午前・午後で表記するなどの
配慮を念頭に置いたメモを、必要に応じて適時
に渡す。
○会議の進行に当たり、資料を見ながら説明を聞
くことが困難な視覚又は聴覚に障害のある委員
や知的障害を持つ委員に対し、ゆっくり、丁寧
な進行を心がけるなどの配慮を行う。
○会議の進行に当たっては、職員等が委員の障害
の特性に合ったサポートを行う等、可能な範囲
での配慮を行う。

　ルール・慣行の柔軟な変更の具体例
○順番を待つことが苦手な障害者に対し、周囲の
者の理解を得た上で、手続き順を入れ替える。
○立って列に並んで順番を待っている場合に、周
囲の者の理解を得た上で、当該障害者の順番が
来るまで別室や席を用意する。
○スクリーン、手話通訳者、板書等がよく見える
ように、スクリーン等に近い席を確保する。
○車両乗降場所を施設出入口に近い場所へ変更す
る。
○内閣府本府の敷地内の駐車場等において、障害
者の来庁が多数見込まれる場合、通常、障害者
専用とされていない区画を障害者専用の区画に
変更する。
○入館時にIC�カードゲートを通過することが困難
な場合、別ルートからの入館を認める。

○他人との接触、多人数の中にいることによる緊
張等により、発作等がある場合、当該障害者に
説明の上、障害の特性や施設の状況に応じて別
室を準備する。

○非公表又は未公表情報を扱う会議等において、
情報管理に係る担保が得られることを前提に、
障害のある委員の理解を援助する者の同席を認
める。

◆国交省対応指針

　独自につくった国交省の対応指針、①意義・性質�
②正当な理由の判断の視点�③過重な負担の基本的
な考え方、について見てみると、
①　各事業者の自主的な取組みが期待されるが、そ
れだけでは適切な履行が確保されず自主的な改善
を期待することが困難な場合など特に必要がある
と認められるときは法に基づき国土交通大臣は事
業者に対し報告を求め又は助言、指導もしくは勧
告することがある、とされている。

②　各事業者の主観的な判断に委ねられるのではな
く、その主張が客観的な事実によって裏付けられ
第三者の立場からも納得を得られるような「客観
性」が必要、と言っている。また「正当な理由」
を根拠に不当な差別的取扱いを禁止する法の趣旨
が形骸化されるべきでなく拡大解釈や具体的な検
討もなく単に安全の確保などという説明のみで
サービスを提供しないことは適切ではない、とさ
れている。

③　「過重な負担」とは②の「正当な理由」と同じよ
うに「客観性」が必要とされ「過重な負担」を根
拠に合理的配慮の提供を行わないことは適切では
ない、と言っている。ただ各事業者が「正当な理
由」や「過重な負担」を根拠に合理的配慮の提供
はできませんと言える素地は少しあり、それが不
安なところです。

◆不動産事業者の差別的取扱いの具体例

○障害を理由とした誓約書の提出を求める
○賃貸物件への入居を希望する障害者に賃貸人や家
賃債務保証会社への交渉等必要な調整を行うこと
なく仲介を断る⇒窓口で拒否してはいけない。

○障害者が「火災を起こす恐れがある」等の懸念を
理由に仲介を断る⇒視覚障害者等がいつも言われ
ていた理由による拒否はできなくなる。
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◆鉄道・バス・旅行事業者の差別的取扱いの具体例

○障害があることのみをもって乗車を拒否したり、
乗車できる場所や時間帯を制限し、又は障害者で
ない者に対して付さない条件をつける。
○身体障害者補助犬法に基づく盲導犬、聴導犬、介
助犬の帯同を理由として乗車を拒否する。　
○バスの運賃支払いの手助けを必要とする障害者に
対し「運転手はお金に触れない」と介助を拒否さ
れてきた⇒今後、障害があり財布からお金を出せ
ない人は、運転手に支払い介助を求められる。
○ツアー参加を希望する障害者（支援が必要なかっ
たり、添乗員等にも対応可能な）を一律に参加を
拒否したり、旅程の一部に制限を加える、又は介
助者の同行を参加条件とする。⇒添乗員が対応可
能な軽微な介助ならツアー参加を拒否できない。

◆�鉄道・バス事業者で不当な差別的取扱いにあたら
ないと考えられる事例

○車いす等で乗車する場合、段差が存在し係員が補
助を行っても上下移動が困難等の理由により利用
可能駅・利用可能列車・利用可能時間等の必要最
低限の利用条件を示す。⇒不明確で微妙な事例。
乗車を拒否する理由に使われないか心配です。
○車いす等で乗車する場合、段差が存在し段差にス
ロープ板を渡す等、乗降時の対応にかかる人員の
手配や車いす座席の調整等で時間がかかる⇒JRは
いつも待たせるがそれを正当化させないか？降り
る駅に連絡がつかないと乗せてくれなかったり、
無人駅では降車できないのか？の懸念が生じます。
○車いすがバスに設置されている固定装置に対応し
ていないため、転倒等により車いす利用者や他の
乗客が怪我をする恐れがある場合は乗車を遠慮し
てもらう場合がある⇒当初は「ハンドル型車いす」
と明記されていたが削除された経緯があります。
しかし「固定装置」に対応という文言が入ってし
まい大きな車いすは拒否されないか？新たな排除
につながることが懸念されています。

◆文科省（教育）における合理的配慮

　障害者権利条約第24条で求められるインクルーシ
ブ教育システムへの対応のための取組みが進められ、

中教審の初等中等教育分科会の報告（平成24年7月）
「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システ
ム構築のための特別支援教育の推進」では以下の検
討課題が示されました。
１．共生社会の形成に向けて
２．就学相談・就学先決定の在り方について
３．障害のある子どもが十分に教育を受けられる
ための合理的配慮及び基礎となる環境整備

４．多様な学びの場の整備と学校間連携の推進
５．特別支援教育を充実させるための教職員の専
門性向上

◆「合理的配慮」の観点

　①教育内容・方法�②支援体制�③施設設備につい
て。以下の配慮が示されています。
①・学習上または生活上の困難を改善・克服するた
めの配慮
・学習内容の変更・調整
・情報コミュニケーション及び教材の配慮
・学習機会や体験の確保
・心理面・健康面の配慮

②・専門性のある指導体制の整備
・幼児児童生徒、教職員、保護者、地域の理解啓
発を図るための配慮

・災害時等の支援体制の整備
③・校内環境のバリアフリー化
・発達障害の状態及び特性等に応じた指導ができ
る施設・設備の配慮

・災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮

◆「基礎的環境整備」の観点

１．ネットワークの形成、連続性のある多様な学び
の場の活用

２．専門性のある指導体制の確保
３．個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成等
による指導

４．教材の確保
５．施設・設備の整備
６．専門性のある教員、支援員等の人的配慮
７．個に応じた指導や学びの場の設定等による特別
な指導

８．交流及び共同学習推進
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　以上のように文科省や教育現場では、一人ひとり
に応じた合理的配慮をやりましょうというかなり具
体的な事を掲げて、それらはすべて学校が責任を持っ
て設置しなさいと言っています。そして学校の方で
はしっかり出来ている可能性はあります。
　しかし教育現場の障害者支援は教員の知識不足な
どから「特別扱いはできない」と判断されることも
多く、ばらつきがあるのが現状です。文科省では昨
年学校での対応指針を通知・障害ごとに実践事例を
参照できるようにインターネット上にデータベー
ス（※）を公開しています。
※�独立行政法人・国立特別支援教育総合研究所のホーム

ページの「インクルーシブ教育システム構築支援データ

ベース」に出ています。

◆差別解消法を育てる

　法律はこのままでよい訳ではなく、皆で育て、よ
いものにしていかなければなりません。最後にその
ための課題を以下に挙げます。
☆合理的配慮の提供は行政の義務ですが、民間の
模範となるようきちんとしてもらいたい。
☆民間は「努力義務」ですが、何もしないのはダ
メです。努力してできないのなら仕方ありませ
んが、努力を怠ってはいけません。
☆どのような配慮が必要か、本人家族に聞くこと
が基本です。
☆相談窓口を活用（迷ったら各省庁の窓口）しま
しょう。

☆職員研修等は障害者団体と連携して行いましょ
う。

☆事例を蓄積し2019年の見直しには出来れば「民
間も義務にする」とか「罰則規定」を設けるな
どきちんとした形にしないとだめだろうと思い
ます。

　1時間45分に及ぶ講演で閉会時刻が迫っていたた
め、司会の秋本常務理事が感想（※）とお礼を述べ、最
後に河井会長があいさつして閉会しました。　�　

��（※�）大事なことは、障害のあることで困っている事を
周囲に理解してもらうために声を上げ、こうすれば
生活しやすく楽しくなる、と言ってみる事。そこで
分からない事、不安な事があれば東肢連に上げても
らえば話し合いたい。

（広報部：佐藤�治子　島田�泰介）

　「障害者差別解消法にみる合理的配慮とは」がテー
マの講演会に参加しました。
　今年４月にようやく施行された法律ですが、禁止
法ではなく解消法という罰則のない法律がどの程度
社会に浸透していくのか、気になるところです。ま
た、過重な負担がある場合は、合理的配慮が免除さ

れるとありますが、どこまでが過重な負担なのかが
曖昧で、判断が難しい事だと思います。
　障害者といってもひとくくりではありません。一
人一人感じ方も違うし、考え方も違います。何をし
てほしいのか、どうしたいのか、お互いコミニケー
ションをとる事が大事という話もありました。

参加者の感想

小
平
市
「障害者差別解消法にみる合理的配慮とは」講演会に参加して

　小平肢体不自由児者父母の会　富岡　智子
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　役職なしの一般会員の私は、東京近辺の会合があ
る時は出席させていただき、今回は、表記の講演を
拝聴した感想を投稿させて頂きます。
　何回お聞きしても「合理的配慮」の概念がまとま
りません。障害者の親として、これは配慮して欲し
いと思うことは多々ありますが、個々の方々の障害
が異なりますと、それぞれの要望される配慮は異な
ります。そうなりますと、自分の子供を基準にしては
判断ができなくなり、いつも考え込んでしまいます。
　また、自分の意思を明確に表現できるお子さんは、
本人の意見を聞くことができますが、私の子供の場
合は困難な場合が多く、親の考えが本人の考えと一
致しているのか確かめようがありません。親がこの
ような状態ですので、一般の方々については「合理
的配慮ってなに？」と言われるのがおちだと思いま

す。やはり、講演にありました「具体的データ集・
ガイドライン」を、時間をかけて積み上げてゆく方
法かと思います。
　次に、元公務員の私が言っては何ですが、役所言
葉が分かりにくく思います。「権利条約」の公式訳文
を別の講演会で見せていただきましたが、一字一字
を追いかけますと、そのような日本語になるかと思
いますが、ともかく読みにくく、わざと分かりにく
くしているのかと邪推してしまいます。本日の講演
会の配布資料に記載の役所の文章も同様で、一度読
んだだけでは理解できません。ある人から「役所の
文章は全て網羅しているが、どのようにも解釈でき
意味不明の文章が一番良いのだ。」と聞いたことを思
い出しました。ですが、そうも言っていられません
ので慣れるしかないと諦めています。

足
立
区
「障害者差別解消法にみる合理的配慮とは」をお聞きして

　足立区肢体不自由児者父母の会　鈴木　康正

　以前家族で旅行に行った時、古い建物で、2階の
展示物を見るのに階段しかなく、車イスの息子は１
階で待つ事になり、夫と交代で見学した事がありま
した。その時は「仕方ないね」という気持ちでした
が、「一緒にまわりたい」と声をあげて対応してもら
う事が大事だと思いました。車イスだからと、遠慮
してしまう事がありますが、声を上げる事によって、
合理的配慮につながり、社会的障壁がなくなる事も
あります。まずは私達の意識も変えていかないとい
けないと思います。
　また、先日、新聞の記事にありましたが、映画館
で視覚障害者が使えるスマホのアプリが開発された
り、聴覚障害者にはメガネ型端末をつけた人にだけ、

スクリーンに字幕が見えるといったものもあり、友
人と共に映画を楽しめる事ができるそうです。この
ように技術の進歩によって差別を解消できる手段が
ふえていくのはたいへんうれしい事です。大いに期
待したいです。
　そして、障害があっても、好きな所に住み、働き、
おいしい物を食べに行ったり、遊びに行ったりと、
健常者と同じように物事を自由に選択して生活でき
る社会になってほしいです。障害者の権利が守られ
るために、まずはこの「障害者差別解消法」という
法律があるという事を多くの人に知ってほしいと思
いました。

　東肢連総会の後、松原豊先生による「障害者差別
解消法にみる合理的配慮とは」の講演会に参加しま
した。
　障害者差別解消法が障害者権利条約にある＝障害

は環境にあるという社会モデルの理念を導入＝とい
う考え方だと知りました。社会モデルの障害とは、
本人の機能障害ではなく社会の環境だといいます。
　日常で障害差別の元にあるのは、お互いの良かれ

中
央
区
講演会に参加して

中央区肢体不自由児者父母の会　佐藤　幸美
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　平成28年5月24日（火）に中目黒GTプラザで行
われた「障害者差別解消法にみる合理的配慮とは」
の講演会に参加させていただきました。講師は、こ
ども教育宝仙大学教授　松原　豊氏。桐ケ丘特別支
援学校教員、むらさき愛育園職員を経て現在に至っ
ていらっしゃいます。
　今回の講演の内容の合理的配慮という言葉は一昨
年、息子が卒業した特別支援学校で、確か2年ぐら
い前から耳にした言葉でした。その時、PTAの活動
で、文科省の担当課長さんの講演を聞いたことがあ
りましたが、その時はよくわかりませんでした。今
回の講演を聞いて、合理的配慮と差別解消法は密接
に関わっていることを知りました。そして、日本は
まだ、差別解消法であり差別禁止法ではないという
こともわかりました。私たち障害児者の親、障害者
に関わってくださる人たちにとっては、早くいろい
ろな事が前に進むためには禁止法が制定されること
が望ましいのでしょう。
　障害者もいろいろな方がいらっしゃいます。今日

の講演のテーマである差別か？配慮か？難しいです
ね。行政がガイドラインなどを作っていくのでしょ
うが、諸外国の例を参考にして、障害者の各親の会、
諸団体、学校などの学習機関と連携して作ってほし
いと思います。余談ですが、私たち親子で出かけ、
デパートなどのエレベータ待ちの時、満員で10分以
上乗れないことがあります。今ではデパートも身体
の不自由な方、お年寄り、妊婦さん用のエレベータ
がありますが、それでも乗れないことが多々ありま
す。
　こちらもなかなか降りてくださいとは言えず、乗っ
てる方も降りてくれません。こんな時、外国なら降
りてもらえるのかな？とふと思います。ちょっと配
慮の意味が違うかもしれませんが…
　差別か配慮かはコミュニケーションをとることに
かかっているというお話しでした。私たちも遠慮せ
ずに相手に言うことによって、わかってもらえるこ
ともあると思うので、まずはこちら側からの働きか
けが重要だと思いました。

大
田
区
　東肢連講演会に参加して

大田区肢体不自由児者父母の会　福田　功志

　平成28年5月、東京都肢体不自由児者父母の会連
合会の総会の後、「障害者差別解消法にみる合理的配
慮とは」の講演会が行われた。「障害者差別解消法」
の正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進
に関する法律」ということで、差別をしてはいけな
いということについて、法律ができたことになるの
だが、この法律の持つ効力は、まだまだ弱いもので

あるように感じた。ただ今までは不当と感じたこと
があった場合でも、個人レベルで解決できることは
少なく、解決すべき事柄を相談するところもなく、
嫌な思いだけをして目的は達成せず、次の時に二の
足を踏んだという経験は誰にでもあった状況だと思
う。でもこれからは、行政が相談窓口を置き、職員
に対しても必要な研修・啓発を行い、区民、国民へ

台
東
区
「障害者差別解消法にみる合理的配慮とは」の講演を終えて

台東区身障児者を守る父母の会　会長　勝呂　みゆき

と思う気持ちが違いに表れ、差別なのか配慮なのか
となってしまうというものでした。これはお互いの
コミニュケーション不足があげられ、コミニュケー
ションが活性化することで減らせる部分も見えてき
ました。
　自分の身のまわりはこれで解決する場面も増える

でしょうが、もっと大きい場面ではしっかりとした
法、具体例、環境整備が一層整い、生きていくうえ
で自由に選択ができ、人生を楽しんで生きぬいてい
けるよう願います。
　まだ相談できる窓口が各省庁の窓口だといいます。
これがもっと身近ですむように早くなってほしいです。
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と理解を求めていくことから、差別解消の一歩には
なっていくのだろうと感じた。だから私たちはあき
らめず何かあれば声を上げ、相談に持っていく。そ
うすることにより障害者の想いと健常者の理解の差
を埋めていくことが必要なのだろうと思う。たくさ
んの事例をあげることで、この差はもっと埋まって
いくと思うので、2019年の見直しが予定されている、
この3年間の間に事例を蓄積していくことが大切と
された講師の松原教授の話に共感した。
　また表題にある「合理的配慮」国の使う言葉は難
しく、障害者に対する合理的配慮をお願いしますと
いってわかってくれる人が何人いるだろうかと思っ
てしまった。講演を聞いて私なりに理解したことは、
障害者に対しての配慮は、皆一律したものではなく、
ハード面でもソフト面でもその人の理にかなったも
のでなければ、解消にはならないということ。例で

も取り上げてあったが、同じ機会を提供するために
必要な配慮から、壁の向こうを見るために、高い壁
だから台を置けば見やすいだろうと基本的配慮で台
が置かれる。これにより見やすくはなるであろうが、
中には台がなくても見える人には必要なし。またも
う一段高くすることで見えるならば、その人にとっ
ての合理的配慮は2段ということになる。平等に同
じ壁の向こうを見るという機会を提供するためには、
人それぞれで違うという認識と必要なことを工夫す
ることが配慮ということになるのではと考えた。こ
れを書きながら幼い時に母から言われたことを思い
出した。困っている人にはやさしく、私に出来るお
手伝いはありませんか？皆がこれを言えれば、誰に
でも配慮のある優しい国になるだろうと思えた講演
でした。

　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
　放置自転車は、歩行者や緊急自動車等の通行を阻
害するとともに、街の景観を損ねるなど社会問題と
なっている。これまで、区市町村や関係機関等の地
道な努力により放置自転車の状況は改善しているも
のの、都内では依然として3.4万台の自転車等が駅周
辺に放置されている。
　このため、「東京都自転車の安全で適正な利用の促
進に関する条例」では、自転車通勤する従業者の駐
輪場所の確保・確認や顧客に対する駐輪場利用の啓
発等を事業者の責務と規定するなど、社会全体によ
る放置自転車対策を推進しているところである。
　こうした中、放置自転車問題を広く都民に訴える
ため、関係機関等が相互に協力して、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。

3　時　期
　平成28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

第33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!」のアドレスを社団法人格が使用することができるor.jp
を取得し、変更しました。新しいアドレスは　http://www.toushiren.or.jp/�になります。
　まだ暫くは今までのアドレスでもアクセスできるようにしています。

『ホームページアドレス変更のお知らせ』

・西田充
・（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28年度　賛助会員・支援企業（敬称略）』（6月29日現在）

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2（省略）のと
おりとする。

5　実施計画の策定（省略）

6　首都圏駅前放置自転車クリーンキャンペーンの
実施
　首都圏駅前放置自転車対策協議会加盟の隣接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）
は密接に連携し、クリーンキャンペーンを統一実施
する。

今年度から新しいメンバーになりました。� � � � � � � �
これからも東肢連会員の皆様の役に立つ情報発信をして行きたいと思います。� � �
下記が新メンバーです。� � � � � � � �
� � � � � � � �
� 小栗敦子� 鈴木真理子� 田原弘美� 島田泰介
� 佐藤治子� 福田功志� 岸井泰子

新　広　報　部　紹　介


