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平成 29 年度 東京都予算要望に対する回答
福祉部長

総務部

ヒアリング報告

教育情報課課長代理（広聴担当）川島

時：平成 28 年 7 月 28 日（木）

調整課統括課長代理

 
（企画調整担当） 竹澤
大会施設部

13 時 30 分～14 時 30 分
会

茂

オリンピック・パラリンピック準備局（14：25～14：30）
スポーツ推進部

日

秋本 裕美

場：都庁第一本庁舎 25 階 106 会議室

光弘

施設整備第二課課長代理



（施設改修担当） 鈴木

光雄

出席者：以下の方々（敬称略）
【東京都】

【東肢連】 会

長

河井

文

福祉保健局（13：30～14：10）

副会長

三井美和子

障害者施策推進部

常務理事

秋本

裕美

濱川

浩子

上野

賢

障害児・療育担当課長

瀬川

裕之
事務局長

施設サービス支援課課長代理（連絡調整担当）


村井

恒一

（生活基盤整備担当） 大西

康徳

施設サービス支援課課長代理


総

敦子

論

東京都におかれましては、日頃より当連合会に対

施設サービス支援課統括課長代理（療育担当）
               市川

小栗

しまして、格別なご支援ご理解を戴き感謝いたして

智哉        

おります。

地域生活支援課統括課長代理（総合支援担当）
正俊    

本年 4 月 1 日より「障害者差別解消法」が施行さ

地域生活支援課統括課長代理（在宅支援担当） 

れましたが、重度の障害者が地域で暮らし続けるに

               有原


佐藤

は、まだ様々な困難があります。これらの課題を一

雅代

つひとつ解決することにより、全ての人にとって住

地域生活支援課統括課長代理（居住支援担当）



みよい社会の実現につながると考えております。

市川

純子

計画課課長代理（調整担当）    松川

邦夫

今年度は数ある要望の中から、特に、また早急に

貢己

取り組んで頂きたい項目を重点要望として挙げまし

総務部

総務課庶務担当（防災担当）

片桐

教育庁（14：10～14：25）

たが、すべての要望項目が必要不可欠なものである

都立学校教育部

ことを申し添え、一日も早い実現を期待しておりま



特別支援教育課統括課長代理

す。

（管理担当） 大和崎将也
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回答

重点要望事項

都は障害者が地域で安心して暮らすことが

できるよう、新たな障害者障害児地域生活支援３
カ年プランを定め地域生活基盤の整備を促進して

1 住まいの場について

いる。社会福祉法人等が設置する障害者障害児施

① 医療的ケアや手厚い介護が必要な障害者であっ

設の施設整備に要する経費について補助を実施し

てもグループホームで住み続けることができるよ

ている。入所施設については、入所定員数が目標

う、夜間介助者配置のため重度加算を増額してく

の定員数を超えないよう努めつつ、地域の実情を

ださい。また、グループホームでの訪問看護の活

踏まえながら未設置地域において地域生活への移

用が進むよう市・区とともに対策を講じてくださ

行の促進を積極的に支援する地域生活支援型入所

い。

施設の整備について引き続き推進していきたい。

・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

2 短期入所の拡充について

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

① 障害当事者や介護する親の高齢化に伴い短期入

用できるグループホームの設置をお願いします。

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

回答

短期入所定員が増やせるよう市・区に対し助成し

平成 27 年４月の報酬改定において国が重度

てください。

障害者に対する支援を強化し、かつより適切に評
価するため算定要件等の見直しを行った。また夜

回答

間における少人数の利用者に対する支援を適切に

短期入所事業は障害者が地域で暮らしてい

く上で重要な事業だと認識している。平成 28 年 4

の夜間支援事業者が少人数の利用者に対して支援

月 1 日現在、短期入所事業を行っている事業者は

した場合の新たな区分を創設した。都はグループ

241 事業者で定員は 929 人となっており、平成 26

ホームが充実し安定した運営を行えるよう運営費

年度末に比べ 53 人の定員増となっている。都では

の加算補助について東京都障害者グループホーム

平成 27 年 1 月から短期入所を新設、または増設し

支援事業取扱要領を定めて区市町村の実施を促し

た場合の家屋借り上げ費等を助成する短期入所等

ている。国に対しては引き続きグループホームを

開設準備経費等補助事業を新たに創設するととも

含めた障害福祉サービスについて、大都市東京の

に、平成 27 年度に策定した障害者障害児地域生活

人件費や物件費が高額である実情を反映し適切な

支援 3 カ年プランの中で短期入所は平成 29 年度末

報酬単価を設定するよう提案要求を行っている。

までに 220 人分の整備目標を掲げている。

②

評価するため、夜間支援等体制加算において一人

②

どんなに障害が重くても地域の中で本人の望む

短期入所施設を利用する者に医療的ケアを行っ

暮らし方をしたい、ということは障害当事者や親

た場合には医療連携体制加算を活用できることと

の願いでもあり、また東京都の目指すところでも

なっていますが、受け入れが進んでいないのが現

あると思いますが、グループホームで行える医療

状です。各地域の短期入所施設で医療的ケアを必

的ケアには限界があり施設入所を望む声も多くあ

要とする障害児者の受け入れが進むよう市・区に

ります。また、障害者の高齢化とそれに伴う重度

対する支援を強化してください。

化によって、入所支援施設の不足が問題になって
回答

います。東京都で建設するか市・区で建設する場

都は医療的ケアを要する障害児者の短期入

合、2 か所目についても経済的な支援をしてくだ

所の受け入れを促進するため、今年度から区市町

さい。

村包括補助の中の障害福祉サービス等医療連携強
化事業として、訪問看護事業所との連携等に取り
2

組む区市町村を支援していく。

に関しては現在都内で都立施設 4 か所、民間施設
5 か所を確保して様々な在宅サービスの充実に努

質問

具体的にはどのようなものか？

めている。例えば通所事業、通所施設の確保また
は家族の休養を図るレスパイト事業またはショー

回答

訪問看護ステーションが短期入所事業所に

トステイ、短期入所の増床を図る。また看護師が

入りやすいよう、看護師が間に入ってコーディネー

家庭訪問して医療的ケアや療育支援を行う重症心

ションできるよう看護師を配置した市区町村に補

身障害児の在宅療育支援事業もサービスを提供し

助を行うもの。

ていく。今後も引き続き入所サービスの維持、向
上を図るとともに在宅サービスの充実に努めてい
く。

要望

包括補助事業であるため、2 分の 1 は区・市で
質問

の負担となるので財政的に厳しい区・市では取り

重症児対応の医療型施設の通所などでは定

員数をはるかに超えていて通所日数のシェアなど

組みづらい。さらに都として努力をしてほしい。

があり、地域施設活用型では看護師の配置はあっ
ても医師の常駐がないため実際には行える医療的
ケアにはかなりの制約が生じている。濃厚な医療

3 都立療育センターについて
①

的ケアの場合は地域施設には通えない現状がある

東京都においては、どんなに障害が重くても必

が医師の配置ができるような予算の拡充など具体

要なサービスを受けながら地域で暮らしていける

的な計画はないのか？

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

回答

施設活用型の通所施設の拡充を行う中で重

ただいているところですが、地域の通所施設は濃

症児の通所施設を作りたいと手をあげている事業

密な医療的ケアを必要とする障害者に対応できる

者さんもいるが、医師の常駐を含め、ただちに課

十分な環境が整っているとは言えず、依然として

題を解決していくのが困難な状況があることは認

都立療育センターへの通所を希望する障害者は増

識している。限られた人材の支援にはなってしま

加の傾向にあります。新たな重心通所施設を建設

うができるところから一つ一つにはなるが、今後

するか、既存施設の拡充を行ってください。

も皆様のニーズを把握しながら考えていきたい。

回答

②

通所施設に関しては障害者障害児地域生活

都立療育センターは、特に医療ニーズの高い障

支援 3 カ年プランで既存の医療型施設において通

害児者の地域生活支援の中核としてニーズに対応

所事業の拡充を図るとともに、18 年度から地域の

でき得る病床や人員の確保とともに、質の高い支

施設において看護師などを配置して医療的ケアを

援の提供や地域の施設への技術支援や情報の発信

必要とする重症心身障害児者を受け入れる地域施

等、センター的役割を担えるよう拡充を図ってく

設活用型施設の整備に取り組んでいる。また 27 年

ださい。

度から29年度を対象期間とする障害者障害児地域

・東部療育センターでは、歯科、小児科、神経内

生活支援 3 カ年プランを策定、通所事業の整備を

科以外は非常勤医師での対応となっていますが、

目標としての拡充を図る。

北療育センターや心身障害児総合医療療育セン

具体的には通所は 4 分の 3 である補助率を 8 分

ターには常勤の整形外科医がおり、利用者や外

の 7 に引き上げる特別助成を行うとともに、民間

来での整形外科診療が行き届いています。東部

法人だけでなく、区市町村も補助対象としている。

療育センターにおいても常勤医師による診療が

こうした取り組みで本年の4月の時点で44施設591

行えるよう検討してください。

名分の通所の定員枠を確保をしている。入所施設
3

質問

具体的な回答がなかったがどうなのか？ 東

ルパー技術の向上に努めてください。

部だけでなく、府中でも改築後は都立多摩療育園
回答

と統合され外来部門ができるが、小児神経内科以

都は現在、重度障害者の介護に関する知識

外は非常勤で診療日数も限られると聞いている。

及び技術を習得したヘルパーの養成を目的に、重

重度障害者は体調により、受診できないことや、

度訪問介護従業者養成研修をしている事業者を指

急に診察を要することもあり、月に 1 回とか 2 回

定している。このことにより重度障害児者に対応

では困る。

できるヘルパーの育成に努めているところである。
今後も適切な研修が実施されるよう都は引き続き

回答

東部の整形外科について要望をもらってい

民間事業者等が実施する研修事業の指定、指導事
務を行っていく。

るが、東部は指定管理で医師の配置基準は都で定
めて出しているが、具体的にどの診療科に何人配

都は国に対して重度訪問介護の報酬単価に関し

置するかは事業者が決めている。また、各医療セ

て事業の実態に即して改善することを要望してい

ンターで医師の確保は難しく、常勤は更に難しい

る。引き続き国に対して必要な提案をしていく。

状況である。
② 障害者支援施設においても職員の離職や求人に
③

府中療育センターの短期入所・外来・通所の定

対する応募が少ないなど人材確保が課題となって

員をニーズを踏まえたものにしてください。特に、

おり、職員不足によるサービス水準の低下が懸念

短期入所については、呼吸器を使用している者も

されます。介護職の低所得は運営する民間事業者

含めて希望する日数を利用できるよう体制を整備

の努力だけでは補えないことでもあるので、国に

してください。

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

回答

都は 23 年度の 6 月に老朽化に伴う府中療育

対策を講じ、障害者支援施設等においてのサービ

センターの全面改築に向けた基本計画を策定し公

ス水準が職員不足によって損なわれることのない

表している。この基本計画では十分なスペースを

ようにしてください。

確保するとともに、ニーズの高いショートステイ
回答

の増床であるとか小児神経科などの一般外来診療

障害者支援施設においては施設入所者の地

の実施、通所事業での超重症児者などの積極的な

域生活への移行を積極的に支援するとともに、最

受け入れ、こうした在宅療育支援のより一層の充

重度の障害者、重複障害者など入所施設における

実を図るものとしている。平成 31 年度の竣工に向

専門的支援が必要な障害者の利用ニーズにこたえ

けて26年度に基本設計を行い今年度に実施設計を

ることが求められている。そのため都では国制度

完了する予定である。家族会に対して改築に向け

の給付費に加え、望ましいサービス水準を確保す

た説明会を行い意見を頂戴している。今後も必要

るため障害者支援施設に対して東京都民間社会福

に応じて関係者等の意見交換を行っていく。

祉施設サービス推進費補助を行っており、各施設
では当該補助金を活用して職員の処遇改善を図る
ことが可能となっている。今後とも国制度の動向

4 介護職員の確保について
①

などを踏まえて利用者の立場にたったサービスの

障害児者が在宅生活を維持していくためにはヘ

提供に努めるよう事業者を支援していく。

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

5 教育の充実について

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

① 特別支援学校の児童・生徒の増加に伴い教室が

に、専門性や能力を評価し報酬に反映するなどヘ

不足し、カーテンで仕切って１教室で 2 クラスが
4

授業を行っているケースもあります。このような

質問

60 分乗車を目標としているのは以前から承

状態は望ましい教育環境と言えないので、早急に

知している。地域での連携を図るなど、長時間乗

対策を講じてください。

車を解消するための具体的な方策はあるのか？

回答

回答

都立特別支援学校における教育環境の整備

具体的にはこの間もバスの増車等してきた。

については、東京都特別支援教育推進計画に基づ

今年度は 373 コースになっており、かなり短縮で

き、施設の新築、増改築、学部の改編、通学区域

きている。平均では達成できている。ただし、個

の調整などにより、特別支援学校の規模と配置の

別では、70 分、80 分かかる生徒がいることは承知

適正化を図り、その充実に努めている。今後もこ

している。これらをどう解決するか課題としてい

うした取り組みを通じて可能な限り多くの教室の

る。

確保を図るとともに、障害特性や教育課程、指導
の内容、方法の違いや今後の児童生徒数の動向を

要望

踏まえ、必要な対応を検討していく。

緊張の強いこどもたちは 60 分でもかなり体に
負担になるので、是非改善してほしい。

質問

永福学園と町田の丘学園の 2 校について教

室不足と認識しているが、この 2 校について何か
計画はあるのか？

6 防災について

町田の丘学園については校舎の拡張工事を

① 災害対策については、各自治体で地域防災計画

行っているが、永福学園は大規模な工事はしてい

に基づき対応することになりますが、各区・市の

ないと思う。やっていても教室の改修工事程度と

計画において地域間格差が生じないよう避難行動

思う。持ち帰って確認したい。

要支援者、とりわけ重度の障害者および重度障害

回答

児者のいる世帯の視点が欠けることのないように
②

指導してください。

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
回答

があります。車イスを固定し長時間バスに揺られ

避難行動要支援者に対する市区町村の取り

ることは、身体への負担が大きく二次障害を引き

組みについて、各市区町村は内閣府や都が策定し

起こす心配もあります。バスの台数を増やしたり

た指針等を参考に、法により義務付けされた名簿

小型化するなどの対策を講じ、乗車時間の短縮を

の整備をはじめ、避難支援等関係者による情報伝

図ってください。

達、避難行動支援等を記載した避難支援プラン作

・都立永福学園のスクールバスを利用する新宿区

成等を進めているところであり、避難支援プラン

の在校生は、幹線道路を通ることもあり特に長

の作成については重度の障害者および重度障害児

時間乗車がみられ、早急な対策が望まれます。

者のいる家族や支援者の意見も踏まえながら作成
されるものである。都は区市町村を支援する立場

回答

都教育委員会では、スクールバスの乗車時

から、各区市町村における要配慮者対策における

間を 60 分以内とすることを目標とし、増車による

事業の情報提供をはじめ要配慮者にかかる指針の

運行コースの細分化や経路設定の工夫とともに、

策定、市区町村担当者向け研修会の実施等により

新たな特別支援学校の開校に伴う通学区域の再編

法に義務付けられた内容の周知および区市町村に

により、スクールバスを利用する児童生徒の乗車

よる取り組み等を紹介している。都のこうした取

時間の短縮に引き続き努めていく。

り組みにより各区市町村は、内閣府や都が策定し
た指針を基本としつつ他自治体の好事例を参考に
要配慮者対策を進めているところである。
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②

避難行動要支援者である重度の障害児者は、災

質問

広域避難の近隣県ということで要望には出

害時、インフラの停止により生命を維持すること

しているが、首都直下型となった場合は近隣の県

が困難になることが予測できます。そのような場

も被災することになると思うが、どのような県と

合の被災地外への避難等に関しては市・区の枠を

協定を結んでいるのか？

超えた対応が必要であると考えられます。都とし
回答

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。

関東地方知事会レベルで協定を締結してい

るし、さらに全国知事会が取りまとめをしている
相互援助協定というものがあり、そちらをもとに

回答

区市町村内の避難所で被災者を受け入れる

避難をしていくことになる。

ことが困難な場合には、近隣の被災していない、
質問

または被災の程度が小さい区市町村への移送を都

福祉避難所の設置は地域の防災計画の中で

へ要請することとしている。都は区市町村から要

うたわれている。全部の区・市がそうかは分から

請があった場合、警視庁と協議の上、移送先を決

ないが、例えば府中市では福祉避難所の開設は発

定することとしている。さらに、災害時において

災後３日ないし 1 週間程度後に被災状況に応じて

他の地方公共団体の円滑な協力が得られるよう、

開設するかどうか決定することとなっており、発

他の地方公共団体と協定を締結し協力体制を構築

災してから福祉避難所の開設までにタイムラグが

しているところである。

生じることが想定される。その間、自宅が被災し
て住むことができない場合は一次避難所に行くこ

質問

在宅避難中の医療の必要な方への支援は、各

とになるので、一次避難所から要配慮者に対する

市・区では支援の計画が明確化されていないとこ

対策が必要になる。特に呼吸器など電源が必要な

ろだと思うが、近隣県への支援要請は考えている

人の場合は非常に困難な状況が予想される。地域

か？

の防災計画に対してもそういう主張はしているが、
東京都として区・市に対して一次避難所から要配

回答

慮者への対応も想定して地域の防災計画を策定す

都内の災害拠点病院をはじめとし、区市町

るような指導はしているか？

村の緊急医療救護所等で医療整備が行われるとと
もに、避難所内でも医療救護所というものを設置

回答

することとしており、福祉避難所については基本

指導等はしていないが、例えば荒川区等で

的に設置する。在宅の人に関しても福祉避難所に

は福祉避難所を一次避難所と同じようなタイミン

来れば医療が提供できるのではないかと思う。

グで開設する取り組みをしている。人工呼吸器の
使用者については、平時から個別計画の作成につ
いては都で 2 分の 1 の財政の補助をしている。

要望

在宅避難の場合、車イスが走行できる道路状況
であるかもわからない中で、福祉避難所へ出向く

要望

ことも難しい場合も考えられるので、そういう場

それについては承知しているが、人工呼吸器以

合も踏まえ、訪問診療医の利用など引き続き検討

外で電源を必要とする人もおり、非常用電源を

をお願いしたい。

持っていたとしても数時間しかもたなかったりす
るので、都内全域において発災後数時間から要配
慮者、特に電源を必要とする人たちへの対策が取
られるよう体制を整えていただきたい。
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新1

ムページにある “ 東京都障スポナビ ” というサイ

訪問系サービスの国庫負担基準について

トでバリアフリー情報を含む、都内区市町村のス

国は、財政的な理由から訪問系サービスに上限を

ポーツ施設を検索できるので、利用してほしい。

設けたうえ特別区や人口 30 万人以上の市・区につい

更に東京都では今年度、障害のある方や障害者ス

て基準を超過した分の国庫補助を打ち切るとしてお

ポーツ競技団体等が身近な地域でスポーツ活動が

り、東京都では多くの市・区が当てはまります。国

できるよう、都内にある特別支援学校の体育施設

庫負担基準を超過している市・区が支給量を制限し

を学校教育活動に支障のない、平日夜間と土日祝

地域で自立する障害者の生活が脅かされることのな

日の時間帯に活用促進する、都立学校活用促進モ

いよう、都は引き続き国に負担を要求するとともに

デル事業を実施する。具体的な利用方法について

市・区へ財政支援をするなど対策を講じてください。

はホームページ等で案内している。なお、2 つの
障害者スポーツセンターの改修工事については、

回答

都は国に対し、国庫補助金である重度訪問

施設の老朽化に伴って元もと計画されていたもの

介護等の利用促進事業について、その補助要件に

であり、2020 年大会の開催に伴うものではない。

ついて特別区を全てその対象外とし、市町村につ
質問

いても財政力に応じて廃止、削減したことは到底

多摩障害者スポーツセンターでは現在、国

受け入れられないとし、区市町村が支弁した費用

立駅までの送迎バスを運行しているが、味の素ス

額の 2 分の 1 は国が負担することなどの緊急要望

タジアムに移った場合、飛田給駅までのバスは運

を昨年実施した。引き続き国庫負担金を削減する

行するのか？

ことのないよう、また、各自治体の支給量に影響
回答

を及ぼすことがないよう国に働きかけていく。な

予算要求が通るか確約はできないが、検討

していく。その方向で考えたい。

お都では、超過負担の生じた区市町村に対して都
の単独事業である、区市町村支援事業などにより、

質問

支援を行っている。

味の素スタジアムで多摩のセンターと同じ

ようなスポーツができる環境なのか？

新 2  東京都多摩スポーツセンターの改修工事
について

回答

プールはないので、プールを利用した活動

はできないが体育館やトレーニングルームなどは

2020 年オリンピック・パラリンピックの開催に伴

あるので、一定の活動は可能であるし、会議室を

う東京都障害者総合スポーツセンターの改修工事に

利用して卓球などもできる。

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

質問

れるようお願いいたします。
回答

代替ということは障害者枠なども設けてあるの

か？
回答

障害者総合スポーツセンターについて今年

障害者の方も利用できるということで一般

度から、また多摩障害者スポーツセンターについ

の方と同じで特に枠は設けてはいない。場所を変

ては来年度から改修工事に着手する予定である。

えてできることをやって頂く。

北区の障害者総合スポーツセンターについては、
質問

敷地内グランドに仮設施設を整備し、多摩障害者

特別支援学校の活用の話があったが、プー

ルが利用できるのか？

スポーツセンターについては、味の素スタジアム
内の居室を代替施設として活用することにより、

回答

利用者のスポーツ環境をできる限り確保する。ま
た、オリンピック・パラリンピック準備局のホー
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今年度の 5 校にはプールは入っていない。

により利用者の皆様のスポーツ環境をできる限り

要望

確保する。またオリンピック・パラリンピック準

特別支援学校のプールは肢体不自由児者にとっ

備局のホームページにある “ 東京都障スポナビ ” と

てとても使い勝手がいいので、是非プールも利用

いうサイトでバリアフリー情報を含む、都内区市

できるようにしてほしい。

町村のスポーツ施設を検索できるので、利用して
ほしい。

回答

来年度以降順次広げていくので、その中で

プールの利用についても調整していきたい。

高尾の森わくわくビレッジ、および東京スポー
ツ文化館は、青少年の自立と社会性の発達を支援

新3

すること、および生涯学習の振興を図ることを目

都立施設のバリアフリー化について

的とした施設であり、優先枠などの設定は行って

都内の公共施設においてはバリアフリー化が進ん

いない。ただし、学校教育団体や青少年団体の利

できていますが、障害者の利用しやすい施設数はま

用を優先しており、特別支援学校教育活動の利用

だ十分とはいえず、依然として予約が取りにくい状

については、他よりも一定期間先行して予約の受

況です。宿泊施設、スポーツ施設など障害者が優先

付を行っている。具体的には各施設のホームペー

的に利用できる時間や日にちの枠を増やしていただ

ジを参照されたいが、例えば、高尾の森わくわく

くとともに、今後も都立施設の改修等に際しては、

ビレッジでは、一般団体（4 名以上）の宿泊利用

障害児者の利用しやすい施設となるようバリアフ

は利用日の 12 か月前から予約受け付けだが、学校

リー化に努めてください。

教育団体は宿泊利用については36か月前から予約

東京都障害者総合スポーツセンター（王子）はパ

可能となっている。

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

政党ヒアリング報告

用しやすくなるよう優先枠等を設けてください。

平成 28 年 9 月 1 日（木）自民党・民進党、9 月 6 日
今後についても都立スポーツ施設の改修等

（火）公明党・共産党と各政党ヒアリングが行われま

については、老朽化への対応とともに、ユニバー

した。限られた時間の中で29年度の予算要望の中か

サルデザインの導入、利用者の利便性の向上に努

ら最重点項目でもあります、入所施設や短期入所施

めていく。更に障害者スポーツの場の拡充のため、

設の増設や拡充、また親や障害当事者の高齢化の課

障害のある方や障害者スポーツ競技団体等が身近

題、地域生活をささえるためのグループホーム設置

な地域でスポーツ活動ができるよう、都内にある

や介護事業所などの介護職員の育成、処遇改善など

特別支援学校の体育施設を学校教育活動に支障の

をお伝えしました。

回答

各政党とも 40 名近い地区会員の方がご参加頂き、

ない、平日夜間と土日祝日の時間帯においてに活
用促進する、都立学校活用促進モデル事業を実施

ご協力に感謝いたします。要望項目の中でより具体

する。なお活用の方法についてはホームページで

的な数字などを求められています。今後は数字を明

案内するので見てほしい。また障害者総合スポー

確に提示できるようなリサーチの必要性があると実

ツセンターは今年度から、多摩の障害者スポーツ

感しています。連絡会の中でも皆様のご意見を伺い

センターに関しては来年度から改修工事に着手す

ながら今後の予算要望への具体化をしていきたいと

る予定となっている。障害者スポーツセンターに

思います。

関しては敷地内グラウンドに仮設施設を整備する。
多摩障害者スポーツセンターに関しては味の素ス
タジアム内の居室を代替施設として活用すること
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第 49 回 全国肢体不自由児者父母の会連合会 全国大会
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 開催報告
夏の日差しを強く感じるなか夏休み期間中やポケ

その後、公開フォーラムとして前半は
❖『障害者スポーツ（パラリンピックとは）』

モンブームの影響もあり、多くの外国人や観光客が

〜ボッチャと私〜

行きかうなか、都内ではなかなか観られない外国風
の建物が立ち並ぶ景色を楽しみながら会場へ向かい

後半は

ました。

❖『ロボットリハビリテーション最前線』

平成 28 年 7 月 30 日（土）12 時〜7 月 31 日（日）の

が開催されました。夏休み期間中ということもあり

2 日間にわたり、横浜市・山下公園近くにある神奈

多くの方々が参加されました。

川県立県民ホールに於いて全国大会・関ブロ神奈川



（広報部

鈴木真理子）

大会が開催されました。
「住み慣れた地域で共生社会の実現！」〜使える
サービスの実現、充実をめざして〜を大会テーマに、

基調講演

開会セレモニーでは、はじめに物故者ならびに同月、

要旨

テーマ：住み慣れた地域で、安心して暮らすために

神奈川県相模原市の障害者施設殺傷事件で亡くなら

障害者差別解消法をどう使うか

れた方々に黙祷が捧げられました。
講

大会式典では全肢連の清水会長をはじめ、多くの

師：DPI 日本会議

副議長

尾上

浩二氏

ご来賓の方々にご挨拶をいただきました。
基調講演は DPI 副議長の尾上 浩二氏を講師に「住
み慣れた地域で、安心して暮らすために障害者差別
解消法をどう使うか」〜日常生活・就学・就労の観
点から〜具体的に話されました。
その後、分科会形式で『医療』
『生活支援』
『教育』
『本人部会』にそれぞれ分かれ発表・質疑応答など限
られた時間のなか行われました。
その後、情報交換会は場所を移動し、横浜港大さ
ん橋ホール（横浜港大さん橋国際客船ターミナル）
に於いて開催されました。
ご来賓の挨拶に続きアトラクションにはジャズグ

講演に先立ち、相模原で起きた事件に対し、被害

ループの素敵な歌声や演奏に続き、日ごろお世話に

に遭われ命を奪われた方々とそのご家族への哀悼の

なっています全国各地区からいらしたコカ・コーラ

意と、怪我をされた方々へのお見舞いを伝えられた。

の方々によるお楽しみ抽選会が行われ、抽選が行わ

一人一人のかけがえのない命、個性的な存在をあの

れるたびに歓声があがっていました。

ような考えで奪うことはあってはならない、そのよ

2 日目の閉会セレモニーでは分科会報告、大会決

うなことが二度と起きないためにも、本日のテーマ

議文、特別決議文（障害者施設殺傷事件に関する）
、

でもある「共生社会」を皆の力で作らなければいけ

次期開催県挨拶（全国大会：京都市、関東甲信越ブ

ないと述べられた。

ロック：新潟県）にて大会終了。
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社会の側に問題があるという考え方である。
「インク

1 自己紹介

ルーシブな社会」つまり障害がありのまま、そのま

1960 年大阪市生まれ。１歳で脳性マヒと診断。養

まで一緒に活動していこうという社会である。無差

護学校、施設を経て中学から地域の学校に通学。中

別であり平等な「共生社会」である。全ての人が違

学は、エレベーターは勿論、階段に手摺りもない時

いや多様性を尊重され、全てが許されるというのが

代で「設備、先生の援助、子供たちの手を借りない」

共生社会である。障害者権利条約に書かれている「イ

という念書が条件だった。

ンクルージョン」である。

大阪市立大学入学後、駅のエレベーター設置、ノ

これについては、フランスの政府がわかりやすい

ンステップバス、福祉のまちづくり、介護制度等の

資料を出している。フランスの教育は、障害児も健

拡充に取り組む。

常児も初めから一緒に過ごす。その中で特別な指導
があっても、初めから分けない。

障害者政策委員会・委員、内閣府・障害者制度改

日本では、障害者政策委員会が出来、障害者差別

革担当室政策企画調査官も歴任。

解消法の策定となった。

2 障害者権利条約と 2011 年改正障害者基本法

3 障害者差別解消法と二つの差別の禁止

日本が障害者権利条約を批准したのは 2014 年 1 月

禁止の 1）不当な差別的取り扱いをしないこと。例

だが、2013 年 6 月に障害者差別解消法が成立。
外務省資料には「条約締結に先立ち、障害当事者

えば、車椅子や盲導犬での入店拒否等である。

の意見を聞きながら法整備を行う…」と書かれてい

国や公共機関、民間事業者は法的義務である。
禁止の 2）合理的配慮をしないこと。

る。障害者権利条約に批准するために必要な大切な

行政機関

法律として「障害者差別解消法」が制定された。

国立大学などは法的義務であるが、

民間事業者等は努力義務（基本方針に従って

2013 年 11 月の国会に呼ばれていたが、何回か行っ

やってください…という程度）

た国会の中でこれが一番思い出深い。この差別解消
法こそ自分が運動してきたことだった。

「社会モデル」の考え方…参議院議員会館の入り口
1970 年代に、アメリカでは「障害差別禁止」とい

には 10 年前まで階段しかなかったが、10 年前のある

う考え方が広まった。1983 年に「日米障害者自立生

時エレベーターが設置された。大変良かったと思っ

活セミナー」というのが全国各地で行われ、アメリ

たが、自分自身の障害は何も変わっていない。この

カからリーダーが沢山訪日した。その時に、初めて

考え方が、
「社会モデル」の考え方である。

「リフト付きバス」の写真を見て衝撃を受けた。日本

足が動かないことは機能障害であり、これだけを

では考えられないことだったが、アメリカには「リ

もって障害とすることを「医学的障害」という。

ハビリテーション法第 504 条」というのがあり、差

足が動かないから車椅子で出かけるが、階段しか

別が禁止されていた。

ない建物は「社会的障壁」である。

また 1988 年には、カリフォルニア大学バークレー

障害者本人だけではなく、社会環境との相互作用

校に在学する障害者 200 名の写真を見たが、その中

によって阻まれることを「社会的障害」という。

に全盲の生物学を専攻する大学院生がいた。当時日
本では、色覚障害であっても工学部や医学部に進学

「合理的配慮」の考え方…30 年前からあちこちで

できない時代だった。

エレベーターの設置を要求してきた。もし建物に階
日本でも障害者権利条約に基づいて2011年障害者

段がなく、縄梯子やボルダリングしかなかったら、

基本法が改正された。キーワードは、
「障害の社会モ

健常者であってもその建物に入ろうと思うだろうか。

デル」である。障害は、その人個人の責任ではなく、

階段は、健常者にとっての合理的配慮なのである。
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合理的配慮とは、障害のある人とない人が（例えば）

必要かつ、柔軟に落としどころを探す、障害者が

一緒に同じ職場で働けるような環境を作る為の調整

健常者と同じような機会を持てるような変更や調整

である。障害者の特別な権利ではない。世の中の色々

である。つまり、程々のところで進めましょうとい

なことが健常者に合わせて配慮されているので、障

うのが合理的配慮である。

害者にはその調整が必要なのである。
「不当な差別取り扱いをしない」…「障害者に対し

共生社会を目指すためには私たちは色々な困難と

て、正当な理由なく、障害を理由として、財・サー

出会わなくてはならない。事例を作らなくてはいけ

ビスや各種機会の提供を拒否する又は提供に当たっ

ない。自分たちが動かなかったら変わらない。

て場所・時間帯などを制限する、障害者でない者に

そのために必要なことは、

対しては付さない条件を付けることなどにより、障

①

害者の権利利益を侵害することを禁止している。
」と

合理的配慮について、どういうことが出来るか

具体的に考える

書かれている。この場合の正当な理由とは、客観的

②

あなただけの特別扱いではなく、共に活動した

に見て誰もがやむを得ないと判断した場合のことを

り楽しんだりするためのものであると認識するこ

さす。

と。差別解消法を生かすために、差別解消を妨げ

障害者差別解消法は 26 条からなるコンパクトな法

る NG な考え方をやめる。

律である。従って基本方針が大切になる。
私たちのための条約、私たちのことを考えた条約
だが、私たちが変えていく、前例を作って変えてい

4 今後に向けて ─ 重要な社会全体の対応

くのが差別解消法である。

ぜひ、覚えておいてほしいと思うのは「建設的対

私たち自身が差別解消法を伝えていきましょう。

話」についてである。合理的配慮の基本方針には、

愛の反対は無関心。人に関心を持ってもらうことが、

「双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要か

この法律の原動力になるのである。

つ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされるものであ



（広報部

岸井泰子）

る。」と書かれている。

全国大会

分科会（医療）報告

テーマ
「肢体不自由児者の日常生活を支える地域医療の
在り方と実践」
コーディネーター
三宅 捷太 社会福祉法人「みどりの家」診療所所長
意見発表者
1．専門的医療の継続（児から者）
九州ブロック

佐賀県肢連

福市

繁幸

2．二次障害とリハビリ
関東甲信越ブロック

長野県肢連 塩原希志子

中国四国ブロック

徳島県肢連

≪プロフィール≫
・コーディネーター

圓井美貴子

3．医療的ケアと福祉サービス

三宅 捷太：横浜市大を昭和 46 年に卒業した小児

関東甲信越ブロック

茨城県肢連

福田

勝房

科医で大学や小児病院で小児神経医療をしてき

近畿ブロック

滋賀県肢連

植松

潤治

た。行政医師として 10 年間福祉保健センター・
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児童相談所に勤務。現在、社会福祉法人「みど

達支援センターが指定を受けるだけでできるよう

りの家」診療所所長。

になります。

・意見発表者
福市

・施設立ち上げを考えている方に紹介。日本訪問看

繁幸：佐賀県立金立養護学校 PTA 会長、

護財団が“児童発達支援事業等事例集（開設ガイ

チャレンジドクラブ運営協議会会長、社会福祉

ド）
”というのをインターネットに掲載してます。

法人ひびき親和会理事歴任。現在、佐賀県肢体

立ち上げの仕方、放課後デイサービス、生活介護

不自由児・者父母の会連合会会長、佐賀市肢体

（多機能型）等詳しく書いてあります。私の経験を

不自由児・者父母の会会長。
塩原

踏まえてですが、“無ければ創ればいい” と思います。

希志子：平成 8 年「しいのみ会」入会。25

・ショートステイ、グループホームとも医療的ケア

年「しいのみ会」会計監査。26、27 年理事。28

を必要とする場合看護師が必要です。国の制度で

年副会長。

は看護師の配置加算がありません。もっと看護師

圓井

美貴子：平成 8 年徳島県肢体不自由児協会

配置の加算を充実してほしい。

徳島支部心身障害児者 家族の会「にんじんの

・医療的ケアの実施者の問題ですが、母親に集中し

会」入会。10～20 年同会会長。25 年徳島県肢体

てしまう現状を改善するために関係機関の連携を

不自由児者父母の会連合会発足・代表。

とるよう法律が改正され、今後県、市で関係機関

福田 勝房：県立高校等の勤務を経て現在、茨城県

連絡会議のようなものができてくると思われます。

立特別支援学校（知的障害者教育）に勤務・保健

この体制の構築にあたり県肢連のメンバーが入る

主事。

ようにしていきたい。

植松

潤治：平成９年から社会福祉法人滋賀県障

害児協会

・まだまだ看護師が不足しています。医療的ケアを

湖北クリーブクリニック院長、滋賀

必要とする施設の立ち上げは、看護師を中心に

県障害児者と父母の会連合会代表。一般社団法

作った方が早いです。そして、大きな病院の看護

人全国肢体不自由児者父母の会連合会副会長。

師でも小さな施設の看護師でも給料は変わらない

医学博士、小児科専門医、小児神経科専門医、

… “ 看護師報酬最低保障制度 ” を作ったらいいの

日本リハビリテーション医学会。

ではないかという事をこの全国大会でアピールで
きたらいいと思う。

1 専門的医療の継続（児から者）
< 福市

< 三宅

繁幸 氏 >

捷太 氏 >

・40 年以上障害児者の医療に携わってきましたが、

・娘、29 歳。身障手帳 1 級、障害支援区分 6。胃ろ

横浜の医療、療育は早い時期から始まりある意味

う、吸引の医療的ケアが有り。ひびきホーム和音

モデル地域だと思います。“ 無ければ創ればいい ”

という障害の重い方が生活するグループホームか

ということは横浜では “ 先行実施追い制度 ” にあ

ら生活介護に通っている。

たると思います。まず実施して後から制度にして

・平成 7 年小規模作業所を立ち上げ、その時使用で

もらう…。佐賀の発表は、その精神に則っていて

きる制度をフルに利用して居宅介護、生活介護（多

非常に感銘を受け、今日のシンポジウムのまとめ

機能型）と広げてきた。平成 11 年普通の家を改修

に近いような感じのお話で非常に内容のあるもの

して重症心身障害者対応、医療的ケアが必要な方

でした。

のグループホーム（ショートステイ）ひびきホー
ム和音を立ち上げた。

2 二次障害とリハビリ

・デイサービスをやるにあたり、療養通所介護（介

< 塩原

護保険における通所介護）を利用すると看護師が多

希志子 氏 >

・娘、平成 6 年 25 週 814g で生まれ、その後脳性麻

数配置されているので医療的ケアも十分可能です。

痺と診断。障害者手帳１級、療育手帳有。

これを利用して重心児の通うことのできる児童発
12

・現在 21 歳、娘の生活の様子とサービス受給状況

< 圓井

美貴子 氏 >

朝、デイサービスお迎えの１時間半前にヘルパー

・娘、23 歳。出産時のトラブルで脳性麻痺、言語は

に来てもらいベットの起き上がりから朝食、送り

なく表情での気持ちの表現。座位保持型の車いす

出しまでお願いしている。日中はデイサービスに

使用、それでも地域での生活にこだわり地元の小

通い、夕方訪問リハビリ・訪問看護に来てもらい

学校、中学校に通い高校受験にも挑戦した。3 年

その後ヘルパーに夜までお願いしている。

前から地域での交流がしたいということで児童館

・中学卒業と共に義務教育が終わりスクールバスの

での交流活動を始め、現在ではこれを仕事として

乗車が出来なくなり、福祉サービスを利用し始め、

いる。

現在では夜間以外福祉サービスの利用で生活して

・今までのリハビリの実施

いる。本来なら施設入所が妥当ですが、いろいろ

0～18 歳、専門的にセンターにて PT・OT・ST.

な制度に支えられながら生活の大部分は自立でき

2 歳～現在、コミュニケーション指導（機器の活

るようになった。

用、パソコン指導など）
3歳～現在、水中療法（週1回プールでのリハビリ）

・生まれた時から長野県こども病院に通ってますが、
18 歳でリハビリが終了になりその後は訪問リハビ

15～18 歳、音楽療法（児童デイサービス）

リに決めた。現在では、理学療法・作業療法・言

18 歳～現在、生活介護施設内リハビリ、訪問リハ

語療法の 3 つのリハビリを受けている。

ビリ

・理学療法を週に 1 回受けて現状維持ができている

・余暇活動として障害のある仲間たちと音楽活動を

と思う。機能が低下してしまうと介助することが

行っている。スイッチとおもちゃを組み合わせて

難しくなる事が予想される。今のところ娘には二

工夫しながら活動している。皆でできることを生

次障害はありません。1 日でも多く娘と生活をす

かして心のこもった演奏をしグループコンサート

るためにリハビリを続けていきたい。

も行っている。現在の娘が豊かな生活を送ってい
ると感じますが、ここまでくる背景にはリハビリ

< 三宅 氏 >

が大きな意味があったと感じている。
・成長過程では未就学時、学童期、成人期の 3 つに分

お話の中に “ 施設入所が妥当ですが…” とありまし
たが、国はこれから在宅でグループホームの方向で

かれますが、それぞれリハビリの目的が違います。

という、そのためにどうしたらいいか考えなければ

未就学児：早期療育・早期治療、障害評価と治療・
家族指導

ならない。医療の進歩と共に在宅で生活できるよう

学童期：課題解決・自我形成、教育との連携・関

になり、福祉的な事もできました。在宅というのは

係者指導

家庭にいることではなく、地域で生活をすることで

成人期：体調管理・社会生活、社会との関連と将

す。福祉をどう使うか、支援をどう受ければ本人も
家族も普通の生活が送れるか考えないといけない。

来ビジョン、心身の維持管理

その例が学校の送迎です。医療的ケアがあるとス

・幼少期の頃は訓練の時間が長く家でも訓練をして

クールバスに乗れない。塩原さんのお子さんはどう

いました。学童期になると学校や放課後デイなど

でしたか ?

があり訓練の時間が減少し、更に成人期になると
福祉支援の時間が増えます。でも、心身的な課題

< 塩原 氏 >

はあり、体の硬直、老化…。今後、二次障害をお
こさないようにする為にもリハビリは必要です。

医療的ケアはないのでバスには乗れました。高校
になると乗れないので、3 年間頑張りました。卒業

訪問リハビリ等を上手に活用していくことが有効

してから、その先は長期戦なので福祉サービスを全

です。
・医療と福祉の連携ですが、家族・通所施設・職場・

部利用してでも親子で自立した生活を送ろうと思い

在宅での介護者・医療機関、この間の情報共有が

ました。

最も大事だと思います。体の変化に気づいて生活
13

の見直しができる環境をつくっていくことが二次

設は無く、隣町まで行ってます。3ヶ所の施設を相

障害を防いでいくと思います。

談支援員に調整してもらいました。本来は、体調
を崩しやすいこともあり通所施設は 1ヶ所が望ま

< 三宅 氏 >

しいと思う。

児童福祉法では重い障害のある方を18歳まで支援
< 三宅 氏 >

する法律ですが、障害は 18 歳で終わる訳ではないの
でその法律だけでは無理がある。18 歳でリハビリが

小児科から他の科に移行することは正直難しいこ

終了してしまいその後のひとつの方法として訪問リ

とがあると思います。地域でなんでも相談できるか

ハ、訪問介護等があるということです。いろいろな

かりつけ医が必要だと考えます。先生自身も障害の

支援を連携させて活用することが必要です。

ことを勉強してきていないので理解してもらえるか

年齢が高くなると二次障害などが出てきますが、

…ニーズを訴えることが重要だと思う。

それに対してキーパーソンになって支援が必要にな

いろいろな箇所で医療、リハビリ、施設とやられ

りますが、そこはどうお考えですか ?

てますが、その調整はご自身でやられているのです
か?

< 圓井 氏 >
< 福田 氏 >

おそらくキーパーソンは私になると思います。時々、
相談員の方が私とヘルパー事業所の関係者を集めて

施設の調整は相談支援員の方にやっていただき、

話し合いの場を作ってくれますが、そこに医療関係

医療についてはいろいろ探っていった結果こうなり

（訪問看護・訪問リハ）は入っていません。娘に関

ました。子供の為なので苦にはなりませんが、そろ

わってくれる方々が一緒に話をできる場を作れたら

そろ地元を拠点として集約していきたい。かかりつ

いいと思います。

け医がうまく存在していただけるとありがたい。
< 植松

3 医療的ケアと福祉サービス
< 福田

潤治 氏 >

・長男、昭和 62 年に誕生。新生児仮死にて重度障害

勝房 氏 >

が残る。重症心身障害者。
①  
「医療的ケア」の現状と課題

・息子 19 歳。生後 10ヶ月の時にウイルス性脳症に罹
患。以後体幹機能障害と四肢に後遺症が残る。難

・障害児者の在宅支援の本当の意味は家族に見守ら

治のてんかん発作あり、発語なし。この 3 月に特

れるということだけでなく社会に溶け込んでいく

別支援学校卒業、現在 3ヶ所の施設に通所。

ことである。医療的ケアが必要でも社会に出て行

・これまでの医療との関わり

けなければ意味がない。

生まれた時の茨城の病院とその後母子入院した

・特別支援学校の医療的ケアを必要とする児童の大

東京の板橋の病院、そしててんかんのコントロー

きな問題として通学手段がないことです。医療的

ルの為静岡の病院。現在でも 3 つ病院に通院して

ケアを必要とする児童のスクールバス乗車は全国

いるが、子供も 19 歳になり親も年齢を重ねてきた

で 1 県もなく、大多数が親の送迎です。社会に参

ので、近くの医療機関に移行することも考え始め

加しているという状況ではない。

ている。

・家族に医療的ケアを必要な子供がいても 1 日 24 時

・二次障害とリハビリ

間 365 日、家族で介護支援することは無理です。

今のところ大きな変化はないが筋緊張が強いので

家族・ヘルパー等介護支援者・医療の 3 者がネッ

今後の体の変形は心配している。現在 19 歳になり

トワークを作ってこそ本来の目的（自立・自律）

ましたがリハビリ終了はなく3ヶ所で受けている。

が達成される。
②

・医療的ケアと福祉サービス
自分の市には医療的ケアを必要とする重度の施

現在の支援体制とその現実

・通学支援：スクールバスに乗れず保護者が送迎し
14

ている。保護者が体調を崩すと子供は学校に通学

質疑応答

できない。これは異常です。滋賀県では試験的に

< 司会 > 順番に 1 問ずつ質問していきます。
Q1

福祉サービス事業所の車に看護師が乗り通学支援

医療的ケアをする施設が少ないため希望どお

をしていこうと取り組んでいる。良ければ県も制

り通所できないことに対して国・県・市町村に要

度にあげてくれるのではないか。

望などされていますか。
A

・学校看護師の配置：滋賀県では早くから学校に看

県肢連として要望したことはありません。他

護師を配置しました。家族としては、看護師の医

の団体はあるようです。各施設へ県からの加算を

療的ケアを受けられることはとても心強い。しか

つけて受け入れをお願いしようとしているところ

し、現状配置看護師は非常勤勤務であり時間が限

です。

られ様々な相談や健康管理の情報交換が十分にで
Q2

きない。

リハビリの紹介先がない状況ですが、どうい

③ 在宅での支援体制

う情報があったのか、またどこに着目して決めた

・現在整備を行っている滋賀県の小児在宅医療体制

のですか。
A

県内全域で障害児に対する医療サービスを整備

18 歳になると終わることはわかっていたの

して、だれもが地域で家族と共に暮らせる生活を

で進路前から考えてはいましたが、タイミング良

サポートしていく。

く知っていた先生が訪問リハを始められたのでそ
こに決めました。

障害児の医療に関する研修会をお医者さんにし
ていき病院・診療所内でショートステイができる

Q3

ようにしていきます。

訪問看護・訪問リハと自分の地域には老人性

のものばかりですが、そこを開拓するしかないで

・医療型特定短期入所事業

しょうか。また、生活介護の中でのリハは少しし

宿泊をともなわない一時預かりショート。対象

かないのですが…。

は重心の方。日中診療所で預かり医療的ケアも行

A

うというもの。これができる診療所が増えれば、

訪問看護ステーションはたくさんあります。

その中で PT の先生がいるところなら重心の方も

本当に地域で見てもらえるという体制ができる。

みてくれると思います。訪問看護ステーションの
< 三宅 氏 >

リストを入手して調べることも必要です。施設の

滋賀県では特別支援学校での看護師が配置されて

中のリハですが、リハビリセンターの中の施設な

いて医療的ケアは看護師が行っている。横浜では、

ので PT の先生が生活介護の方にも入ってきてま

教師が行っている方が多いです。滋賀県のお考えを

す。

教えてください。
Q4

医療と福祉利用者と家族が地域で連携やコ

ミュニケーションをとるためにはどのようにして

< 植松 氏 >

いくべきですか。

学校の先生が医療行為を行ってくれるのはとても

A

大切なことだと思ってます。

親身になって話を聞いてもらうことから始ま

るのではないか。

滋賀では学校の先生が行うのは少ないです。今後
はできることはやるといった体制がいいのかと思い
ます。しかし、医療的ケアということについて先生

Q5

が特化してしまうと学校教育・教育環境、そういう

（部屋の広さ・スタッフの人数等）は ?

ものがおろそかになってしまうと困ります。先生に

A

医療型特定短期入所事業をするための条件
制度的には今までは病院で行われていたので

医療的ケアをお願いする時は、教育、子供たちの精

すが、平成 24 年に診療所でも行っていいことにな

神的な成長をふまえたうえでお願いしています。

り、また日中のお預かりでもいいことになった。
この制度に関しては国にも資料などはありませ
15

ん。各県の方々が自分たちにあうかたちに変えて

ターネットに掲載されています。

いけることがまだできます。



（広報部

田原弘美）

東京都が行った医療機関に対しての資料がイン

江東区

全国大会分科会・医療に参加して
江東区肢体不自由児者父母の会カリヨン

副会長 秋本

裕美

「肢体不自由児者の日常生活を支える地域医療の

現在の医療や福祉はまだまだ十分ではない。地域の

在り方と実践」というテーマで1. 専門的医療の継続、

中で包括的にできる仕組み作りも目指せるような働

2. 二次障害とリハビリ、3. 医療的ケアと福祉サービ

きかけも、今後必要になると言う事を改めて感じま

スの各テーマから 5 人の意見発表がありました。

した。

まずは専門的医療の継続ということで、佐賀県肢

最後の医療的ケアと福祉サービスでは全肢連の副

連の福市さんからは、医療的ケアの必要な障害者が

会長でもある滋賀県肢連の植松氏のお話しでしたが、

地域で生活を続けるために必要なその時代の制度を

滋賀県の特別支援学校で医療的ケアを必要としてい

フルに活用して、
「なければ作ればいい」と言う信念

る児童生徒 104 名中、半分の 52 名が保護者による通

で施設や事業を展開してきたことを伺い、そのやる

学送迎をしているという点です。私たちも毎年要望

気と実績に感動をしました。当事者が自ら動く大切

していることでもありますが、保護者の送迎ができ

さを痛感しました。その原動力となる、どんなに障

なければ子供たちの通学保障も教育保障も得られな

害が重くても地域で暮らしたい！

い現実。地域の福祉サービスとの連携が得られるか

で考えられるか？

とどれだけ本気

なんだろうなとも思います。

によっても大きく左右される現状を、また突きつけ

二次障害とリハビリでは、18 歳を迎えると同時に

れらた気がしました。

通い続けていた病院のリハビリを切られてしまい、

医療的ケアというものは健康に生活するための一

その後の訪問リハなどを利用しながら工夫をしてい

つの手段・ツールであって、このことが社会的障壁

かないといけない 18 歳の壁について、私も娘の病院

になることがあってはならない。医療的ケアがある

でまさに経験をしている事でしたので身につまされ

ことで障害者の中でも区別されてしまうようなこと

る思いでした。人生を生きるうえで 18 歳から先の将

があってはならず、まわりのサービス環境や支援の

来にわたり「二次障害」や「老化」も視野に入れて

拡充で前進していくことを願うとともに、考えさせ

心身を維持しながら生活を送れるようにするには、

られる貴重な時間でした。

武蔵野市

全国肢体不自由児者父母の会全国大会に参加して
武蔵野市肢体不自由児者父母の会

7 月 30 日（土）全国大会にて、第一分科会「医療

副会長 山崎

久美

ています。

について」に参加しました。

口腔内は歯科大リハビリ専門病院で ST、歯科、摂

重度重複の息子は 21 歳を迎え、今後の加齢と共に

食指導を受けています。

医療的ケアを必要とする日もそう遠くないと日頃か

今回の大会で、3 名の意見発表者から聞かれた事

ら感じていた事もあり地域医療に関心がありました。

は、未就学児→学童期→成人期でリハビリテーション

今現在、車で 1 時間の療育病院に 3 歳から継続し

の割合、時間が明らかに減っているとのことでした。

て PT、OT 訓練、定期診察を受診しています。

「二十歳の壁」
「児童福祉法の壁」の言葉が何度も

又、在宅では週に一度訪問看護、リハビリを受け

聞かれました。
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障害の程度にもよるとは思いますが、身体的課題は

の状態に応じた適切なリハビリテーションが受けら

成人を迎えてからも変わらず続いていきます。

れる事、又、一人の障害者を取り巻く関係機関の共

この件について地元地域の関係者に質問をしたと

同認識がある事、風通しの良い環境であることが、

ころ、やはり病院は「間口が狭く出口が大きい」リ

地域で生活を送る上での重要課題なのだと再確認し

ハビリは訪問に移行している方が少なくないとの事

ました。

でした。

それぞれの障害の特性に応じた医療、リハビリを

病院での訓練、在宅での訓練、それぞれ特性があ

行える事が豊かな生活を生み出すと思います。

り、どちらも必要であれば「壁」に狭まれる事なく

最後になりましたが大会開催に際し神奈川県の皆

受けられる事が望ましいと思います。

様には大変お世話になりました。

成人期の二次障害は今後も有り得るもので、個々

全国大会

ありがとうございました。

分科会（生活支援）報告

テーマ
「住み慣れた地域での生活支援の在り方と実践」
コーディネーター
相談センターゆいまーる所長

田中

晃

意見発表者
1. 相談支援
関東甲信越ブロック 千葉県肢連

西口美恵子

東北ブロック 秋田県肢連

金

登美一

2. グループホーム
北海道ブロック 北海道肢連 

丸子

雅子

関東甲信越ブロック 山梨県肢連

宮下くに江

・市の取り組み

全肢連ブロック 松坂チーム

古山周太郎

・重心を取り扱う事業所不在

< 相談支援 >
西口

◦最後に

美恵子 氏

〜私の提言〜

計画相談は障害者がその人らしく主体的に暮ら
す為の地域社会と本人を繋げるサービス提供の根

◦ 7 歳の時に交通事故で中途障害者になった娘（24
歳）について

拠であり、相談支援専門員はその情報の提供や伝

現在の状況……医療的ケアが必要な重度重複障害者

達あるいは共有をつかさどる担い手である為どち

現在の生活……週 5 日市内 2ヶ所の施設に通所

らか一方の立場に立つのではなく中立な立場に

看護師による気管切開部からの気管内吸引

立って適切な助言ができるようなスキルの向上に

週一回ヘルパーと訪問介護を利用

努めてもらいたいと思う。

ヘルパーによる気管切開部からの気管内吸引
◦福祉と医療〜相談支援の役割

金

登美一 氏

◦福祉と医療相談支援契約までの流れ〜事業所と契

◦長男（38 歳）は脳性まひで現在就労継続支援 B 型
事業所に通所

約を結ぶまで

◦地域生活支援の推進

◦相談支援専門員とのかかわり〜通所施設とのトラ

障害者の居場所。全員参加

型の推進

ブルで相談専門員の在り方

・障害者が地域で社会参加ができる共生社会の実

◦市川市における相談支援

現

・自立支援協議会の取り組み
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◦良質な福祉サービスの確保、実現

宮下くに江 氏

◦ホームヘルプ / グループホーム

◦娘（39 歳）が 13 歳の時に仲間と作業所を作り現在

◦地域生活支援事業の実施

の社会福祉法人に繋がった。

◦移動支援、行動支援、家事援助等

◦地域「共生社会」居住。自立生活の支援体制

・障害児者の地域での生活を支援する事業は積極

◦地域が注目するグループホーム「そよかぜ」

的に市町村で取り組んでほしい。

◦事業所の運営業務及び内容

◦事業所の問題点の洗い出し

◦グループホームを開設して 8 年

・計画作成相談支援員が計画内容を検討していく

◦社会福祉法人「ありんこ」としてこれからのグルー

必要がある。

プホーム

・支援業務の単価が安くモニタリング等の回数が

・障害者の高齢化、親亡き後グループホームから

あっても障害児者本人に適しているのか。

地域共生型ホームを望む利用者が増える

◦障害者本人家族側から見た問題点の洗い出し

◦社会福祉法人「ありんこ」が目指す地域共生型福

・相談員のスキルアップに向けて努力して欲しい。

祉ホーム

・マイナンバーも含めて個人情報の管理体制の強

・インクルージョンの視点から障害者、高齢者が

化を希望。

共に地域の人と自立生活を目指す暮らしを支援

障害者の居場所と共生社会の実現に向けて障害

していく

者が当たり前のように地域で暮らし、地域の一

◦将来の地域における障害者の居住のあり方

員となってともに生活できる社会の実現が障害

・障害者のニーズに応える居住支援

者総合支援法の理念である。その実現に向けて

・地域から障害者への理解を得て地域生活、活動

各事業の拡充や障害福祉サービスの基盤整備を

ができる居住支援

図る事を望む。

障害の有無、子供から大人、高齢者が相互に共
生していく地域住民として地域の理解と共に経

< グループホーム >

験とニーズを踏まえながら利用者の年齢に応じ

丸子

た居住スタイルと QOL（生活の質）の向上を目

雅子 氏

◦息子（29 歳）は重度重複障害者。グループホーム

指しながら当たり前に暮らしができる福祉のま

から生活介護施設に通所。

ちを目指したいと思っている。

◦伊達市の現状について
古山

・平成 15 年 10 月知的障害者施設「コスモス 21」
「ふみだす」開設

周太郎 氏

（東北工業大学ライフデザイン学部

准教授）

肢体不自由者向け共同の住まいの住環境

・平成 17 年 12 月重度障害者が利用できるグルー

〜全国13事例の運営実態、入居者の状況及び物件

プホーム「野ぶどう」開設

の特徴について〜

◦現在の障害者を取り巻く状況に対しての問題提起
・障害基礎年金の増額 （重度障害者にとって障害

◦研究の方法

基礎年金と特別手当で自立した生活が可能か ?）

・個別状況（フェースデータ、介助の状況、利用

・重度訪問介護の国庫負担基準の改善（障害者が

サービス等のアンケート調査

グループホームに住み日中活動して生活する場合

◦運営の実態

今の国庫負担基準では生活が成り立たない）

・組織形態は NPO 法人が一番多く株式会社もみら

・ 医療的ケアの人が利用できるショートステイ

れる。又、大半の組織ではホーム以外の障害者

の場を身近に （医療的ケアの必要な障害者の

福祉サービスを実施している。

ショートステイを受け入れる施設が少なく必要

◦入居者の状況

時に利用できない）

・入居者の年齢は 30 才以下の若い世代が半数を超
えている。
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男女比は男性が女性の 2 倍、区分については

の介助を必要とする人が中心であった。障害が

区分 5・6 の入居が 6 割を占める。

重い為外部サービスを利用して暮らす入居者も

◦物件の特徴

多く住まいの提供だけでなく地域で居宅サービ

・10 カ所の新築のうち 4 カ所は平屋建てである。

スが提供可能なことが条件となっている。ホー

既存改修は 3 カ所でうち 2 カ所は一軒家を改

ムの運営はさまざまな団体や組織が担っていた。

修。所有形態は運営団体が建物を所有している

物件を見ると新築や改修の他に一部利用など

のが 10 カ所であるが土地は 7 カ所が賃貸であっ

様々な方法がみられるもののすべて個室であり

た。居室については全て個室で若干広い居室が

居住面積や共用空間がきちんと確保され多様性

多い。

の中にも入居者にとってより良い暮らしができ

◦まとめ

る住まいの在り方が目指されている。

・入居者の実態からは重度の障害を持ち、生活上



（広報部

小栗

敦子）

新宿区

基調講演と「生活支援」分科会
新宿区肢体不自由児者父母の会 畑山

基調講演は『住み慣れた地域で、安心して暮らす

正子

は一方的な要求ではなく、建設的な対話が重要です。

為に障害者差別解消法をどう使うか』というテーマ

インクルーシブ社会は社会を活性化させるチャンス

で DPI 日本会議副議長 ･ 尾上浩二氏が行いました。

と捉え共存の街作りを目指そう。

障害者権利条約と2011年改正障害者基本法によっ

尾上氏のお話は 5 年前の全国大会 ( 東京 ) でも伺い

て 2 つのパラダイムシフト「保護の客体から権利の

ましたが、その時の情熱にあふれ、パワフルな印象

主体へ」
「障害の医学モデルから社会モデルへ」の変

は今回も変わりませんでした。これからも元気で活

換がなされました。

躍される事を祈ります。

「障害の社会モデル」では、障害者とは障害及び社

この後、4 つの分科会に移りました。私は「生活

会的障壁により相当な制限を受けている人の事を言

支援」に出席しました。テーマは『住み慣れた地域

い、社会的障壁とは障害がある者にとって日常生活、

での生活支援の在り方と実践』
。意見発表は、「相談

又は社会生活を営む上で障壁となるような物事、制

支援」と「グループホーム」の課題について千葉県

度、慣行、観念、その他一切のものを言います。

肢連、秋田県肢連、北海道肢連、山梨県肢連、全肢

2016年度施行の障害者差別解消法は2つの差別（差

連の 5 名で、各々の体験に基づいた発表でした。

別的取扱い・合理的配慮の不提供）を禁止し、共生

各県肢連の発表を通して思ったことは、障害者が

社会の実現を目的としています。差別的扱いは作為

地域で暮らすにはまず住居、そして介助者、相談支

的差別であり、合理的配慮の不提供は不作為の差別

援体制が必要であること。住居に関しては、自宅、

です。

グループホーム、施設が考えられるが、いずれにし

差別的取扱いの禁止は行政機関、事業者とも法的

ても地域で暮らすには当事者の考えを聞きながら当

義務があり、合理的配慮の不提供は行政機関には法

事者の意思を大切にする相談支援体制を整えなけれ

的義務がありますが、事業者については努力義務で

ばならないと思いました。

す。

全肢連の東北工業大学ライフデザイン学部准教

今後に向けては社会全体での取組が重要になり、

授・古山氏による肢体不自由者向け共同の住まいの

合理的配慮の為の環境整備が必要です。

住環境についての 13 事例の発表では、様々な住まい

例えばバリアフリーや情報アクセシビリティ。地

がある中で親世代が他に引っ越し、現在住んでいる

域で暮らす為には住宅、交通、買い物、食事等、生

家は障害のある子供の為に改装する話が心に残りま

活全般に関係します。又、合理的配慮を求める時に

した。
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また発表を聞きながら、いずれも親たちが頑張っ

父母や父母の会が先頭に立たなければ何も始まらな

ているなー、そしてこれからも何かを始めるときは

いのか、と思いました。

葛飾 区

全国大会 分科会（生活支援）に参加して
葛飾区肢体不自由児者父母の会

副会長 中村

弘美

「住み慣れた地域での生活支援の在り方と実践」とい

り巻く厳しい状況等聞き、これからの地域における

うテーマのもと 1. 相談支援、2. グループホームに分

障害者の居住支援の在り方、グループホームでの暮

け意見発表がありました。

らし方、障害が「あっても、なくても」
「子供から大

1. 相談支援

人」
「高齢者」や「障害者」が地域の人と共に自立生

はじめに発表者の娘さんの状況を話され事業者と

活を目指す暮らしが出来る事、願うばかりです。

契約を結ぶまでの事、その直後に起こった通所施設

しかしグループホームの運営には様々な団体や組

とのトラブルで相談支援専門員がとった内容や結果、

織、又グループホーム以外で福祉サービス事業の資

自分達当事者の味方だと言う思いがあったが計画相

金・支援者も増やす事が課題となっていると思いま

談は障害者がその人らしく主体的に暮らす為の地域

した。

社会と本人を繋げるサービスの提供が根拠であり支

最後に、東北工業大学ライフデザイン学部准教授

援者はその情報の提供や伝達又は共有をつかさどる

の小山周太郎氏から肢体不自由者向け共同の住まい

担い手だと、どちらか一方の立場に立つのではなく、

の住環境～全国13事例の運営実態入居者の状況及び

中立の立場に立ち適切な助言してもらえる…だが事

物件の特徴について～

業所のかかえる多くの問題点や、障害者本人・家族

「みんなのすみか」という冊子をもとにお話しをさ

側から見た問題点等、親目線からの言葉で話しをさ

れました。事例の見方からはじまり、住まいの種類・

れ、日々いろいろと相談をしていく中、つい自分中心

基本情報、地域で楽しく充実した暮らしの工夫等、

になってしまう事を考える良い機会になりました。

入居者や支援者の声も紹介されていました。この冊

2. グループホーム

子を読み地域で暮らす住まいづくりのきっかけや障

「住み慣れた地域での生活の在り方を求めて」とい

害者本人が自分らしく暮らすという事の参考になり

う提言をもとに発表者の現状や、現在の障害者を取

全国大会

ました。

分科会（教育）報告

テーマ
『教育現場における、肢体不自由児のインクルーシ
ブ教育』
コーディネーター
鈴木 文治
田園調布学園大学教授（特別支援教育、インク
ルーシブ教育担当） 1948 年長野県生まれ。中央
大学法学部法律学科、立教大学文学部

キリスト

教学科卒業。川崎市立中学校教諭、神奈川県立第
二教育

センター、県教育委員会、県立平塚盲学

校長、県立麻生養護学校長などを経て、現職。
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意見発表者

いて皆で守るのがインクルーシブな社会だと思う。

1.  医療的ケア

・障害のある子供たちも通常学級に在籍しつつ支援

関東甲信越ブロック


新潟県肢連

中島 尚子

学校・支援学級に在籍できる複数在籍が可能にな
らないか？

（小千谷肢体不自由児者父母の会 会員）

関東甲信越ブロック


群馬県肢連

西川 佳奈英

・障害のある子供たちの居場所を地域社会の中に用
意し、地域全体で見守る体制を築いていくべきで、

（高崎市肢体不自由児者父母の会 会員）

2.  通学支援

インクルーシブ理念へと変わっている今、障害の

関東甲信越ブロック


栃木県肢連

小林 厚子

ある人たちが排除されず住みやすい地域社会に
なってほしい。

（足利市肢体不自由児者父母の会 会長・



県立足利中央特別支援学校 PTA）

3.  教育現場の充実
関東甲信越ブロック

≪医療的ケア≫ 〜西川 佳奈英 氏
東京都肢連

山瀬 利江子

・娘は 15 才の重症心身障害児で県立二葉特別支援学
校に通学。隣に群馬整肢療護園があり、毎日看護

（杉並区肢体不自由児者父母の会 会員・都立永福学園PTA）

東海北陸ブロック
 

石川県肢連

高松 昌一郎

師が派遣され医療的ケアを行っているが、充分で
はない。不足を補うため教師が看護師を補助した

（石川県肢体不自由児者父母の会連合会）

り、保護者が週に 1 日程度待機している。
≪医療的ケア≫ 〜中島 尚子 氏

・スクールバスの送迎はなく、保護者が行っている。

・長男、30 歳、ダウン症と運動機能障害のある重症

片道 45 分の通学時間を要している。

心身障害者。

・入学前は医療的ケアは必要なかったので隣の藤岡

・小学部 3 年時に住んでいた長岡市に養護学校がで

市の障害児を受け入れてくれる保育園に 4 歳の秋

きるまでは隣の市の養護学校分校の訪問学級に在

から通園していた。保育園の理解のもと健常児と

籍。

同じように接してくれたおかげで、他の園児・保

・小学部 5 年時にてんかん発作。中学部から吸引が

護者と共に過ごすことができ地域との交流のきっ

必要になり、高等部では経管栄養を始める。親が

かけを作ってくれた。

付き添い医療的ケアを行った。その後気管切開し、

・小学部の 6 年間では毎年 2～3 回地元の小学校で居

腸ろうとなり人工呼吸器を使用している。

住地校交流を行った。相手校の先生により受け入

・現在住んでいる小千谷市では 2 年前にやっと特別

れ方に違いがあり、型だけの交流に終わることも

支援学校ができた。看護師が配置され毎日安心し

あれば、生徒と交流内容を考え、娘も一緒に授業

て通えるようになった。

に参加できた年もあった。

・長男のような重症児は医療行為が必要になると特

・しかし相手校の先生は重心の娘のことを余り知ら

別支援学校に通うのが一番ふさわしいと思った。

ないことが多く、例年通りの方法、同じ内容での

・そこでの適切な教育が行われるためには空間的環

交流になり高学年になるにつれ、交流が難しく感

境整備、充実した教育スタッフの配置、看護師と

じられるようになった。

教員の連携による医療的ケアの整備が必要。

・中学校に進学してからは、体調等の問題もあり居

・比較的障害の軽い子供たちは垣根のない境のない

住地校交流は希望しなくなった。中学校では無条

教育が望ましいと思うが、重い知的障害の子供たち

件に受け入れてくれた小学生とは違った思春期の

は障害のない子供たちと同じ学習内容では困難だ。

中学生とふれあう難しさや授業の難しさもあり、

・重度の子供を守るには特別支援学校や支援教室は

見学程度の交流になってしまう。

廃止するべきではないし、廃止することがインク

・しかし娘のことを知ってもらうにはコーディネー

ルーシブ教育ではないと思う。しかし守るために

ターと話し合い、色々アイデアを出してもらい交

は高い塀を築くのではなく少し低くすること、そ

流を続けていくことが娘にとっても地元の子供た

して施設などは地域の端の方ではなく真ん中に置

ちにとっても大事なことだと思った。
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≪教育現場の充実≫ ～山瀬 利江子 氏

・障害者と健常者が共に生きる社会を目指すには子供
の頃から一緒に学ぶ機会を作ることが必要と思う。

・娘には双子を含む兄が 3 人おり、4 人目の長女とし
て仮死状態で生まれ脳性麻痺と診断された。

≪通学支援≫ 〜小林 厚子 氏

・長女は都立永福学園の肢体不自由教育部門が開校

・二男は現在、知的の足利中央特別支援学校高等部

した平成 21 年度に入学し、現在中学部 2 年生。

2 年の重複クラスに在籍している。スクールバス

・今年度は、開校当初 65 名だった児童・生徒数は 31

は 5 台あり小中学生を中心に利用。ただし福祉車

学級 115 名に増加し、スクールバスは 13 台。

両ではないので重複クラスでは座位保持や移動が

・長女は小学部１年生から地域の小学校、つまり双

可能な数名が利用しているだけ。

子の兄の学校に副籍交流に行き、中学部に上がっ

・二男は座位が難しくときどきてんかん発作も起こ

てからも兄の中学校で交流した。小学校では兄と

すため（現在は落ち着いている）小学部 1 年から

同じクラスだったが、中学校では兄の方から「も

現在でも親が送迎している。

う来なくていい」と言われてしまい兄と違うクラ

・入学当初より親の送迎は当然のことと受けとめて

スで交流した。

いたが、昨年の全国大会（香川県高松市）で通学

・
「個別の教育支援計画」
（現在「学校生活支援シー

問題が取り上げられ、それがきっかけで今までの

ト」と呼び名を変更）とは、一生を通じて、主に

考えが足りなかったり狭かった自分を反省した。

障害者一人一人の状態（障害、体調、性格や好み、

・そこで親が送迎することが困難なケースを身近な

家庭環境、必要とされる医療や訓練など）を保護

人に聞くと、経済的事情や健康上の理由など様々

者だけでなく、医療、福祉、学校、支援機関など

な事情があることが分かり、通学支援の必要性を

関係者全員で把握することで、より良い生活や治

実感した。

療、訓練、手当、教育などの的確な支援をスムー

・足利市は一時的な通学支援はあっても毎日の通学

ズに受けられるようにするための計画。就学前、

移動は対象になっていない。他では通学も一定の

就学中、卒業後へと移行していく時の社会全体で

要件のもとで移動支援が認められているところが

支援するための一つのツールとなる。

思ったより多いことに驚いた。

・一方「個別指導計画」は、学校教育において児童・

・しかし認められているのは東京都や大都市がほと

生徒一人一人のニーズに応じた適切な指導を行う

んどだった。（平成 16 年当時）障害のある子供た

ための、個々の指導方法・内容の計画。主に担任

ちは大都市だけにいるわけではなく、この片寄り

の先生が作成し、保護者は年度始めや学期ごとに

には腹立たしさを感じた。

説明を受け、意見交換をする。

・また一定の要件とは、ほとんどが保護者の病気・

・しかし「学校生活支援シート」は、年度始めに作

入院や出産など一時的に送迎が困難な場合で、保

成されてからは活用していない。一方、より具体

護者の就労で送迎が困難な場合についてはほとん

的な記述のある「個別指導計画」は学校以外のそ

ど認められていない。

れぞれのところで娘のことを知ってもらう資料と

・通学支援が整備されているか否かで地域間の格差

なり、円滑に情報を周知することができた。

が大きく、その差をなくしてほしい。地域間の財

・
「学校生活支援シート」と「個別指導計画」この二

政事情の差もあるだろうが、あるからこそ国の補

つのシートを合わせて初めて、本来の目的である

助が必要だ。

「地域社会で障害のある人もない人も一緒に暮ら

・栃木県には特別支援学校の子供たちの教育環境の

し、教育・福祉・医療・労働等の関係機関による

改善や施設・設備の整備などを要望しているところ。

連携」ができるのではないか。5 年後社会に出る

通学支援もその一つとして、子供たちの障害に幅広

日が来る時に、この二つのシートを活用し、それ

く対応し登下校の負担軽減のために、バスの増車、

までの 12 年間の取り組みを社会で共有し、社会の

リフト付きバス、介護職員の複数の添乗等要望して

一員として楽しく元気に生活できればと思う。

いるが、これからも根気強く訴えていきたい。
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≪教育現場の充実≫ ～高松 昌一郎 氏

しかし、本当に定着しているのか？

・息子は 4 人いる子供のうちの双子の長男で 800g の

いるのか？ 絵に描いた餅になっていないか？ 常

超未熟児で生まれ脳性麻痺。18 歳の現在、自分で

に検証しながら積み重ね、課題意識を持ち使って

歩いたり座ったり、食事や会話はできず生活介護

行く中で価値が深まっていくものだと思う＞

事業所で活動している。

活用できて

・副籍交流について、保護者以外（ヘルパー等）の

・県立石川平和町養護学校に入学したが、小学部 3

付き添いは認められているのか、との質問に対し、

年のときに他の土地に新築校舎ができて転校した

＜永福学園では基本的に保護者だけ＞とのことで

ことがきっかけで不登校になる。原因は新しい環

あった。

境の中で自分の意思や気持ちを担任に上手く伝え

・居住地校交流の相手校の先生には色々な方がいる

られなかったため。

が、子供は先生と交流するのではなく同じ地域に

・リハビリセンターの ST の指導でコミュニケーショ

住む同年代の子供たちと交流するのであり、同年

ン機器を使った意思表示の訓練を行っていたが、

代の子供たちの社会を見せてやりたいと思い交流

自宅でも「イエス・ノー」を家族以外にも伝えや

を続けた。

すいよう訓練した結果、不登校は解消した。

・健常児には、障害児を知り交流し理解させる教育

・その後、進学により学部が変わるごとに保護者や学

環境が大事。そのためには重度で弱いからこそ街

部での取り組み内容の情報が円滑に交換、伝達さ

の真ん中で、学校の中で、見守られ一緒に過す機

れず、振り出しに戻るなどの連携の悪さを感じた。

会があることは大変意味がある。

・教育現場の充実に向け重要なことは、本人の安心

・重度の子供を幼稚園に入園させようと教育委員会

･ 安全への配慮はもちろんだが、本人の力をどこ

や園長と交渉したが受け入れられなかった。しか

まで引き出し伸ばしてやれるかだ。振り返って思

し、小学校への入学を希望したときは「大歓迎で

うことは、本人の状態や気持ちを担任や学年が変

す」と校長が許可してくれた。6 年間、学校の先

わったとき、特に上の学部に上がったとき、充分

生全員が支援してくれ学校の持つ強い力を感じた。

に引き継ぎが行われていなかったことが課題とし

中学部は特別支援学校に通った。

て残る。

・平成 18 年に改正された教育基本法では条文の「教

・個別の教育支援計画が活かされているかは、学校

育の機会均等」の第 2 項に＜障害のある子が障害

卒業後を踏まえ本人にとって何が大切で必要かが

に応じ充分な教育を受けられるよう教育上必要な

重要。息子の場合は、やる気を伸ばし、意思表出、

支援をしなければならない＞とあるが、おかしい。

認知能力の向上を期待し、それを達成感につなげ

どうして＜障害のある子＞を特記するのか ?  ＜す

ることが大事だと思った。

べての子供＞でよいではないか。また、
「特別支援

・個別の教育支援計画の内容は、誰にも共通する一

学校」というが、障害児は「特別」なのか ?  「支

般的、抽象的なものではなく、具体的で分かりや

援学校」でよいではないか。皆で考えたい。

すく、誰が見ても理解しやすいことが必要。
≪まとめとして≫ ～鈴木 文治 氏

・自分のことを分かってもらえず苦しむのは本人た
ち。そうならないように、保護者は積極的に先生

・インクルージョンの基本的な考え方は、障害を当

方や支援者に充分な情報発信や係わりを持つこと

事者や家族の問題に限定するのは間違いで、社会

が必要。

全体で共有すること。
・これからもインクルーシブ教育の流れは変わらな

≪質疑応答・意見交換≫

いと思う。その目指すものは、障害によって教育

・個別の教育支援計画の現状について、鈴木コーディ

の場が分けられることの不利益をいかに解消して

ネーターから指名された都立永福学園・朝日校長

いくかということ。

は質問に次のように答えた。＜計画は基本的に担

・インクルーシブ教育での居住地校交流・副籍交流

任が原案を作り保護者に提案し協議して決定する。

が上手くいくには、普通校の教師の障害への理解
23

が大事。しかし、充分な理解・啓発は進んでいな

・障害のある子供をまとめてどこかに放り出すので

いのが現実で課題。

はなく、しっかり受け入れる小中学校・高等学校

・特別支援学校が無くなることがインクルーシブ教
育なのか？

を作ることが共生社会に必要。

これからも議論すべき問題。

・子供の在学中は、保護者は学校や担任を批判し難

・神奈川県では特別支援教育（学校、学級、通級学

いが、卒業してからでなく在学中にこそ色々言っ

級等）を必要とする子供たちが 10 年前の 2.5 倍に

てほしい。例えば子供のことに関する引き継ぎに

増えている。そのため特別支援学校や教室の整備

は以前から特に問題が多い。様々な問題をどんど

が追い付かない状況にあり、およそインクルーシ

ん指摘したらどうか。

ブ教育とは正反対なことが起きている。

・そこで重要なのは保護者の力。関係先に様々な要

・このような状況を改善するためには、小中学校・

望を出すこと。そして保護者の意識も変えなけれ

高等学校の普通校で障害のある子供を受け入れる

ばならない。保護者が一人で子供を抱え込まずに

システムや、教員の意識改革が必要。特に高等学

外（社会）へ出すこと。

校の教員は「抵抗勢力」になっており、そこをど



（広報部  島田泰介）

う打破していくかが課題。

世田谷区

第 49 回 全国大会

分科会『教育』に参加して
世田谷区肢体不自由児者父母の会

会長 三井

美和子

教育の分科会では、
『教育現場における、肢体不自

内に特別支援学級があり自由に行き来できる環境が

由児のインクルーシブ教育』をテーマにコーディネー

理想的だとの考え。また副籍制度などが推進され地

ターに田園調布学園大学教授の鈴木文治氏を迎え、5

域の中で活発な交流がなされ、見守りの体制ができ

人の意見発表者から子どもの学校生活の中で考え、実

るといいと思うと発表された。

践するインクルーシブ教育についての発表があった。

群馬県の西川氏からは、お子さんの在籍する特別

冒頭、コーディネーターの鈴木氏が 7 月 26 日に起

支援学校での医療的ケアの取り組みについて、また

きた津久井やまゆり園での事件にふれ、今回の事件

居住地校交流の経験を話され、それには普通学校の

は教育の崩壊、つまりインクルーシブ教育がどれほ

先生たちの障害理解が不可欠であるとの発表だった。

ど進んでいないかということの現れ。障害のある人、

栃木県の小林氏は、東京以外の県では通学支援は

ない人が一緒に関わり出会うということが小さい子

保証されているものではなく要件を満たす一部の児

どもの頃から行われていくべきで、そういうことが

童・生徒がスクールバスを利用できる実情について

できなかったためにあのような事件が起こったと考

発表され、インクルージョンの考え方として『障害

える。今日はインクルーシブ教育がどれほど大切な

を本人や家族の問題とするのは間違いである』との

ものであるのかということを会場の参加者と共有し

鈴木先生からの助言があった。

たい、との話があった。

東京都の山瀬氏からは個別の教育支援計画と個別

新潟県の中島氏のお子さんは気管切開と腸ろうと

指導計画の活用について実情発表があり、二つの計

なり、濃厚な医療的ケアが必要。比較的障害の軽い

画書を合わせることで本来の目的である障害がある

子にとっては垣根のない教育が望ましいと思うが、

人もない人も地域社会で一緒に暮らし、教育・福祉・

我が子のように医療依存度の高い重症心身障害児が

医療・労働等の関係機関による連携が成り立つので

適切な教育を受けるためには、空間的環境整備に加

はないかと話された。

え充分な知識と技量を備えた教育スタッフの配置、

石川県の高松氏は『個別の教育支援計画は生かさ

看護師と教員が連携した学校現場での医療的ケア体

れているか』との観点でお子さんの学校生活や地域

制の整備が必要であり、地域の普通学校と同じ敷地

生活の中での計画の活用や問題点について話され、
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学校では支援体制の不連続が課題、計画作成には本

た。私自身は『インクルーシブ教育』というテーマ

人にとって何が必要かを考えることが大切とまとめ

はとっくに成人した我が子には関係が薄いように感

られた。

じていたが、子どもの頃からの共に学び育つ経験が

質疑応答では居住地校交流や副籍制度に関するこ

障害理解につながり、それこそが共生社会の実現に

とが多く、学齢期の子の親の関心が高いようであっ

つながっていくのだと勉強になった。

杉並区

「教育現場の充実」に出席して
杉並区肢体不自由児者父母の会 佐藤

今回は 5 名の方の発表があり、それぞれの方々が

仁実

れていました。

「医ケア」
「通学支援」
「教育現場の充実」という課題

また、
「インクルーシブ教育」については特別支援

に分かれて生後から今までの生い立ちの中での地域

学校や支援学級を廃止すれば、多くの子どもが行き

との共生とインクルーシブ教育の在り方について発

場を失ってしまうのではないかという意見もあり、

表がありました。発表は、写真を使ったりパワーポ

「インクルーシブ教育」についての課題がまだまだあ

イントを有効に使ったりとそれぞれに個性がありと

るようにも感じられました。

ても分かりやすい発表になっていました。主に居住

全国大会なので、他県の方の発表から通学面など

地校交流や副籍についての課題が発表の中心となっ

東京都在住の山瀬さんが受けている支援がすべての

ていましたが、皆さん共通している事は、地域交流

方々も受けているというわけではない事も痛感いた

を進めていくのには交流先に対して親が代弁者と

しました。反面、東京では「個」の支援がしっかり

なって学校に働きかけていく親の頑張りが必要で「イ

している分、地域に出て行きづらくなっているので

ンクルーシブ教育」の理解が進まない現状をあげら

はないかという印象もうけました。

品川区

本人部会「自分たちの日常生活､学校､就労について意見交換」に参加して
品川区肢体不自由児者父母の会

共同代表 武田

澄昌

さんで円陣を組み､ 歓談のひとときを過ごしました。
還暦過ぎた方から小中学生までの幅広い世代で､
簡単な自己紹介から始まり､ 金沢市から来られた方
は 30 枚ほどの毛筆の色紙をお土産に持参されてきま
した｡
また昨年､ 茅ケ崎市議会議員に当選された方（車
いすを利用されている）も参加され､ 業務の参考に
したいとのことでした｡
日頃思っていること､ 話したいことはあるか ? の
進行に始まり､ 移動支援のあり方については､ 人員
配置､ 自治体における事業所数､ 時間数の関係とか、
7 月 30 日（土）梅雨明け 3 日の好天気に恵まれ､ 窓

いろいろな制限制約はありますが､ 曜日を指定され

から横浜港大さん橋が一望できる神奈川県立県民

たり､ どこかに必ず､ よらなければならないという

ホールの 6F レストラン広間にて行われました。

利用しづらさを無くして欲しい､ 移動支援は通勤通

当日は予想以上の参加者（50 名弱）があり､ みな

学には使えないので､ 全肢連を通して利用できるよ
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うに､ 国に要望して欲しいということが全員一致の

りしますが､ 普段から手馴れていることなので､ 丁

話しになりました｡

重に断ることが結構あります。ただ､ 声をかけてく

また､ 仕事のことでの悩み､ 失敗体験談もでまし

れる人も勇気のいることなので､ 素直に甘えていい

た。

ものかどうか､ このような場合､ みなさんはどのよ

大学 3 年生の就職活動の不安については､ ｢パワハ

うに対処されますかとの質問では､ お互いの譲りあ

ラの体験のため､ 再就職して､ 今はやさしい仲間と

いと､「ありがとうございます」の素直な笑顔で返事

良い職場を得られました｡ そして､ 自分に自信をもっ

をすればいいのではないかとの回答でした｡

て障害者､ 健常者の関係なく良い職場は必ずありま

他に障害者スポーツをやりながら､ 体調体力の維

すので､ 就職活動を頑張ってください｡ 仲の良い仲

持を心がけている年配の方の話しもでました。

間と話すことで､ 変わりますよ｡｣ との激励の言葉も

最後に､ 基調講演をされた尾上浩二氏からも､ 流

でました。

暢な関西弁で「犬も歩けば棒にあたる､ 障害者が街

そして､ 小学校から中学校の間に､ いじめにあい、

に出れば､ 差別に当たる｡ 差別は向こうからやって

引きこもりになったことがありましたが､ 今は頑張っ

来る｡ それに対してどう備えるかが大事で､ 他の障

て働いていますとの話もでました。

害者との出会い､ 勇気をもらい､ 工夫する。開きな

日常の移動での車からの車いすの上げ下ろしの時

おったらええんや !?｣ とのコメントをいただきまし

などに､ 人から､ お手伝いの援助の声をかけられた

た。

足立区

本人部会に参加して
足立区肢体不自由児者父母の会 鈴木

本人部会では関東地域だけではなく日本全国から

瞬

傾く）する事はありますか？」と聞いたら 10 人以上

参加していました。

の人が手をあげました。自分だけでなく他の人もウィ

最初はなかなか発言が少なく心配でしたが途中か

リーするんだと思いました。

ら意見交換が出来るようになりました。色々な意見
を聞いて苦労は自分だけではない、他の方も苦労し

自分にとっては本人部会へ出席していい経験にな

ているなぁと思いました。

りました。

自分も沢山の人がいる前で発言ができました。

もう少し時間があれば、もっと多くの参加者が発

地域の高校の生徒さんと定期的にやっているバリ

言できたと思います。

アフリー体験の話や作業について発言しました。そ

これからの大会にも本人部会を企画してほしいで

して、この機会に参加者全員に質問をしました。

す。その時には、また参加したいです。

「電動車イスで歩道に上がる時にウィリー（後ろに

墨田区

第 49 回 全国肢体不自由児者父母の会連合会 全国大会
第 53 回 関東甲信越ブロック大会 神奈川大会に参加して

墨田区肢体不自由児者父母の会 伊藤

横浜で開催された、第 49 回全国肢体不自由児者父

加代子

動しています。

母の会連合会全国大会・第 53 回関東甲信越ブロック

大会のテーマが「住み慣れた地域で共生社会の実

大会神奈川大会に参加しました。障害者が安心、安

現！」～使えるサービスの実現、充実をめざして～

全に暮らせる地域社会の実現に向け、4 年前から医

ということもあって、とても意識深く講演を聴かせ

療的ケアの必要なグループホーム開設を目指して活

て頂きました。
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情報交換会の席では、直面する様々な課題につい

う大きな場に参加することが出来たよろこびを感じ、

て、地方から参加した人たちとも意見を交わし、交

夜の横浜を後にしました。

流を深めることが出来ました。改めて全国大会とい

公開フォーラム報告
ました。個人的には、途中、具志堅さんのロサンゼ
ルスオリンピックでの体操競技の映像が流れ、非常
に懐かしかったです。
最後に、“ 今一番困っていること ” という質問に、
“ ボッチャの介助者がいない。” と言われていました。
華やかに見えるスポーツ界でも人手は不足している
んだと考えさせられました。余談ですが、リオパラ
リンピック日本代表、銀メダルおめでとうございま
す。おふたりも東京パラリンピック目指して頑張っ
てください。
後半は「ロボットリハビリテーション最前線」
、講
平成 28 年 7 月 31 日（日）第 49 回全国肢体不自由

師は神奈川総合リハビリテーションセンター

リハ

児者父母の会連合会全国大会に引き続き公開フォー

ビリテーション科

ラムとして、前半は「障害者スポーツ（パラリンピッ

ソコンでプレゼン形式の動画を見ながらの講演でし

クとは）
」〜ボッチャと私〜、後半は「ロボットリハ

た。ロボットリハビリテーションとはサイバーダイ

ビリテーション最前線」の講演が行われました。

ン社の福祉ロボット HAL を使ってリハビリテーショ

統括部長の横山修先生です。パ

前半の ~ ボッチャと私 ~ では、コーディネーター

ンを行っていることです。その実用例を動画で説明

にロサンゼルスオリンピック体操金メダリストの具

いただきました。HAL の特徴は脳から指令が行かな

志堅幸司氏、パネリストにアジアユースパラリンピッ

くても、筋肉の信号で動くことができます。という

クマレーシア大会日本代表の和田一樹選手、加藤稚

ことは、脳卒中など脳疾患の方、先天性脳性麻痺の

菜選手を迎え和やかに進められました。

方が有効に使用することができるということです。

最初はボッチャの実演を行ない、おふたりの腕を

現在、医療用下肢タイプ、福祉用下肢タイプ、自立

みせてもらい、次からは、和田さん、加藤さんのボッ

支援用単関節タイプ、介護支援用腰タイプ、作業支

チャとの出会い、日本代表への道のり、嬉しかった

援用腰タイプがあるそうです。

こと、苦労していることなどの話題へと移っていき

現在は保険適用の商品なのかわかりませんが、将

ました。

来的に一般家庭で使えるようにならないかなあ ~ と

会場のみなさんは大会 2 日目ということもあり、

思って聞いてました。

お疲れ気味でしたが、おふたりの会話でボッチャの

今年のフォーラムは障害者スポーツを知ること、

魅力に引き込まれたのではないでしょうか ? おふた

そしてリハビリテーションのロボット化の進歩を知

りは緊張しているのですが、笑顔でのしっかりとし

ることができました。ありがとうございました。

た受け答え、素晴らしかったです。そして、具志堅



さんの引き出し方もうまく、楽しく聞くことができ
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（広報部

福田

功志）

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」報告
10 月 1 日（土）、2 日（日）茨城県北茨城市の「五

告、および講師との質疑応答を行い活発な意見交換

浦観光ホテル」で開催され、関東甲信越ブロックよ

がされました。

り 47 名が参加しました。

東肢連からは 7 名の参加があり、3 名の方から感想

この事業は公益財団法人 JKA の助成を受け全国肢

文をいただきました。

（広報部

小栗

敦子）

体不自由児者父母の会連合会が全国 7 ブロックで実
施しており、本セミナーは近年福祉政策が変化して
いく中での障害者のニーズの多様化、地域での安心
した生活の必要性、父母の会の活性化などを推進し
ていくリーダーの育成を目的とするものです。
開会式では全国肢体不自由児者父母の会連合会常
務理事の上野密氏、当番県の茨城県肢体不自由児者
父母の会連合会会長の御代川栄子氏よりご挨拶があ
りました。
今年度のテーマは ADRA Japan 渡辺日出夫氏に
よる「災害時要支援者に対する防災、減災について」
講演後 7 グループに分かれてのグループ討議と報

目黒区

全肢連関東甲信越ブロック指導者育成セミナーに参加して
目黒区障害者団体懇話会

会長 山田

脩

二日間に亘る大変有意義なセミナーに参加する事

ですし、東肢連の役割も多くあると思います。全肢

が出来ありがとうございました。ご尽力頂いた全肢

連への働きかけも大事ですし、全地区団体の現状を

連の皆様には感謝申し上げます。

把握し、全肢連と協働する事が大切な役割でありま

「災害時要支援者に対する防災、減災について」
「障

す。二日間を通じて、
「自助、近助、共助」
「あなた

害者支援施設、ひまわり荘における避難訓練、災害

の子供を責任をもって守れるのはあなた家族だけ」、

対応について」二つのテーマで講演を頂き、それぞ

年間を通じた合同避難訓練の実施と、自衛消防隊の

れグループ討議と発表が行われました。各地域の方

活用、災害対応マニュアル等日頃からの準備等今後

が参加され、七グループに分れ討議し、多くの話し

啓発の必要性を感じました。

合いが出来た事は大変素晴らしく参考になりました。

地域によって差こそあれ課題も見えてきて大変有

しかし、地域間での格差がある様で課題山積である

意義でありました。又、東京都で作成したヘルプマー

と感じました。地球温暖化の影響で地震以外の災害

ク等好評であり、全国統一してはどうかとの要望も

も増える中、全国一律に制度等レベルアップが必要

ありました。
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渋谷区

指導者育成セミナーに参加して
渋谷区肢体不自由児者父母の会

10 月 1 日〜2 日、関東甲信越ブロックの指導者育

会長 遠藤

美砂子

が大切であること。そして合理的配慮の出発点は、

成セミナーに初めて参加させていただきました。会

当事者自らが声を出していくこと。など心にとどめ

場となった旅館は現在改修されていますが、3.11 で

たい言葉が沢山ありました。

海岸に面した大浴場と、近くの観光名所である岡倉

講演後はグループに分かれてのディスカッション

天心ゆかりの六角堂が津波により流され、遠くに福

が行われ、参加したグループでは、常総の水害時の

島の原子力発電所も望むことができるという地で眼

状況、3.11 の時の東海村での地区の迅速な対応、古

下には太平洋が広がっていました。

河市の施設の方からはガソリンスタンドでの優先配

1 日目は、療育ハンドブックの執筆者でもある、ア

給のありがたさなど各地での被災時の様子を聞くこ

ドラジャパンの渡辺日出夫様の講演から始まりまし

とができました。

た。防災基本計画から、身につけておきたい心構え

2日目は、茨城の施設での取り組みの講演の後、避

までをわかりやすくお話しいただきました。

難訓練や防災対策・マニュアル作りについてのグルー

誰もが被災者であるのが災害であること。防災・

プディスカッションを行いました。

減災には基本 3 つの「助」があり、阪神淡路の震災

地域との結びつきに基づいたマニュアル作りや、

での救助では、自助（自分の身を守る）が 6 割、近

実際に福祉避難所で宿泊訓練を体験するなどの実例

助（所）共助（近隣や仕事場の人達と協力して助け

から防災対策の大切さと難しさを知ることができま

合う）が 3 割、公助（行政などによる公的支援）が

した。

1 割だったとのこと。行政や誰かがやってくれると

今回のセミナーでは講演会だけでなく、他県の被

思わないで、自助や共助を行うこと。身を守る対策

災地の情報にも触れることができ、大変参考になり

や最低 3 日間（東京なら 1 週間）生き延びるための

ました。そこから、なによりも大切なのは、自分達

備え（備蓄はローリングストックが便利）が必要で

の住んでいる地域の特性を考慮した防災・減災への

あること。普段から近所の方に声をかけあえる関係

取り組みであると改めて考える機会となりました。

中央区

指導者育成セミナーに参加して
中央区肢体不自由児者父母の会

会長 濱川

浩子

10/1（土）〜10/2（日）
、茨城県五浦観光ホテルに

避難するのにも時間を要するため、避難準備情報が

て、
「防災・減災の取り組み」をテーマとして開催さ

出た段階ですぐに避難を開始したほうがいいとのこ

れ、初めて参加させていただきました。

とでした。

1 日目の前半は ADRA Japan の渡辺日出夫氏によ

実際、被災時は自助 6 割、近助（所）3 割、公助 1

り「災害時要支援者に対する防災・減災について」

割と圧倒的に公助の手が足りなく、災害時は誰もが

お話がありました。

てんてこ舞なので、公助の部分は平時である今のう

私たちは災害が起きたら役所の人がすべて助けて

ちに声を上げ、整備してもらうよう、災害に備える

くれると思いがちですが、避難所は避難した本人た

ことが必要です。

ちが自ら運営する場所であり、役所の職員が運営す

そして、ほとんどの人が自宅に残れるものなら残

るものではありません。なので、日ごろから住民た

りたいと思っているので、まずは残ることができる

ちで話し合っておく必要があり、そのためにも、ご

準備をしておく必要があり、それにはとにかくケガ

近所とのコミュニケーションが大切で、要配慮者は

をしない、死なない、生き延びることを考え、その
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ための対策（住まいの耐震・診断・補強、家具転倒

ほうが近い人などは、隣町に引き受けてもらえるよ

防止、家族との安否確認方法など）をしておくこと

うに話しているところもありました。防災訓練は昼

です。

夜問わず、実際に近い訓練をやってほしい、一次避

2 日目の前半は（社福）ときわの杜

廣瀬待子氏

難所に福祉避難所を併設してほしい等の意見も出ま

より「障害者支援施設ひまわり荘における避難訓練

した。

等、災害対応について」のお話でした。

2 日間を通して一番強く残ったことは、災害時は

（社福）ときわの杜には、障害者支援施設ひまわり

すべての人が被災者だということでした。医師、看

荘、特別養護老人ホームときわの杜、障害者支援施

護師、市役所の職員、消防士、学校の先生、市長も

設（多機能型）はまなす荘を持ち、災害時、地域に

…誰もが被災者、それが災害。なので、最初の 3 日

貢献するためにひまわり荘では地域の被災者 10 名を

間は自助、近助（所）で何とかしてほしいと…。

受け入れることになっているそうです。

このことを踏まえて最低 3 日間生き延びるため、

また、両日後半のグループ討議では、揺れやすさ防

できるだけの準備を今からしておかなければ ! と思い

災マップを作っている自治体や隣町の福祉避難所の

ました。

編 集 後 記
会報 70 号の発行に際しまして多くの皆様から原稿をお寄せいただきありがとうございました。
今後は各地区の情報などを会報に取り入れていきたいと思っておりますので皆様のお声を広報部ま
でお寄せください。
会報 69 号でお知らせ致しました広報部員の佐藤治子さんに代わり新たに武田澄昌さんが担当される
ことになりました。宜しくお願い致します。

事 務 局 通 信
《 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。

『ホームページアドレス変更のお知らせ』
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。

またしばら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。
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