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平成 30 年度 東京都予算要望に対する回答
福祉部長

教育庁（11：00～11：10）

ヒアリング報告
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総務部 教育情報課 課長代理（広聴担当）川島

時：平成 29 年 7 月 24 日（月）

茂

地域教育支援部 生涯学習課 統括課長代理

10 時～11 時 10 分
会

秋本 裕美



場：都庁第一本庁舎 18 階 18 Ｃ会議室

（学校支援担当） 浅野理在子

オリンピック・パラリンピック準備局（11：00～11：10）

出席者：以下の方々（敬称略）

パラリンピック部 障害者スポーツ課 課長代理

【東京都】



（地域担当） 増田 直子

福祉保健局（10：00～11：00）
【東肢連】 会

障害者施策推進部
障害児・療育担当課長 

瀬川 裕之

施設サービス支援課 統括課長代理（調整担当）


長



文

副会長

三井美和子

常務理事

秋本

裕美

濱川

浩子

上野

賢

志村 正彦
事務局長

施設サービス支援課 課長代理（連絡調整担当）

河井

小栗

敦子

山口 兼人

施設サービス支援課 課長代理（居住整備担当）


総

菊地万紀子

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）


しまして、格別なご支援とご理解を戴き感謝いたし

市川 智哉

ております。

地域生活支援課 統括課長代理（在宅支援担当）


論

昨年度から施行されました「障害者差別解消法」

佐藤 雅代

地域生活支援課 課長代理（障害福祉人材担当）

により合理的配慮の提供を以前よりは図れる環境に



はなってきたものの、重度の障害者が地域で暮らし

山林 佑次

地域生活支援課 統括課長代理（居住支援担当）

続けるには、まだ様々な社会的障壁があります。日



市川 純子

常生活に医療的ケアを必要とする重度重複障害者や、

計画課 課長代理（調整担当）

松川 邦夫

発作時の座薬使用など、様々なニーズに応えられる

総務部


生活福祉部


幅の広い居住支援施策を具体化および推進し、必要

契約管材課 課長代理（財産管理担当）

な支援を質・量ともに保障できるよう都の考えをお

石川 和宣

示しください。

地域福祉推進課 統括課長代理
（福祉のまちづくり担当） 嶋岡 浩栄
1

③

重点要望事項

ださい。
②と③の回答

1 グループホームについて
①

グループホームの施設整備費補助を増額してく
都は障害者が地域で安心して暮ら

せるよう障害者障害児地域生活支援三ヵ年プラン

医療的ケアを対象としたグループホーム設置を

を掲げ、障害者の地域生活への移行を進めるとと

促進してください。

もに整備費の設置者負担を軽減するために特別助

重度障害者は年々増加傾向にあり、現在医療的

成を行うなど地域生活基盤の整備を促進していま

ケアがなくても肺炎などで突然医療的ケアになる

す。またグループホームの消防用設備や防犯設備

方も想定されます。胃瘻、吸引等の日常的な医療

の整備に対する加算を創設して補助基準金額を引

的ケアが行え、今と同じような生活ができる場所

き上げています。また都有地の活用促進を行うと

としてのグループホームの設置整備が必要です。

ともに借地の補助を行うほか定期借地権を利用す

医療的ケアや手厚い介護が必要な障害者であって

る場合に補助を行うなど支援をしています。今後

も住み続けることができるよう、充分な夜間介助

平成 30 年度から 32 年度に実施計画を策定する予

者配置のため重度加算を増額してください。また、

定でその計画でグループホームの促進を行ってま

グループホームでの訪問看護の活用が進むよう

いります。

市・区とともに対策を講じてください。
回答

都有地などの空き地に関しましては面積が 100

医療的ケアが必要な障害者のグループホー

平方メートル以上で崖地などの建物を建てること

ムを進めるため今年度から新たに区市町村包括補

が困難な土地を除き現段階で具体的な活用や処分

助において医療連携型グループホーム事業を開始

が決まっていない都有地の一覧表を都のホーム

し、グループホームに医療的ケアが必要な障害者

ページに掲載しています。都有地活用によるイン

に医療支援を行う生活支援員を配置するとともに

フラ整備事業では平成 29 年度末までに貸付料 50%

勉強会を開催すること等により医療機関と連携を

の減額をしており、都内公示地価平均を超える場

検証・検討を行う市区町村に対して支援してまい

合は当該超過部分の 90% の減額を行っています。

ります。

平成30年度以降に土地貸付料の減額に関しては
庁内関係各局の調整が必要となっています。

②

重度身体障害者グループホームの整備を促進す

2 短期入所の拡充について

るために具体的方策を講じてください。

①

身体障害者の為のグループホームの建設は、知

障害当事者や介護する親の高齢化に伴い短期入

的障害者と比べて、室内移動用リフトや入浴の為の

所の利用希望が増加していますが、現状では施設

機器やリフト、エレベーター等広いスペースが必要

数が足りず思うように利用できません。

ですが、都内は土地取得のための費用が大変高額

各地域の障害者総合支援法による短期入所施設

になり、それが建設の大きな妨げになっています。

の設置状況のばらつきがあります。昨年度当会所

東京都の条例等で空き地や空き家を賃貸で貸し

属の 22 地区に調査を行った結果、世田谷区・足立

出したりする際に、保育園の場合のように固定資

区などは 6 か所の設置がありましたが、江東区・

産税の減免を貸し主に対して行い税制上のメリッ

中央区などにおいては未設置でした。

トを与えることで、グループホームに土地・建物

また専門職の配置不足や施設のバリアフリーな

を貸出しの促進を図ってください。また都有地等

どの環境が整ってなく肢体不自由児者の受け入れ

の空き地や空き家のデータベース化を行い、東京

がない施設も多くあります。

都のホームページ閲覧できるようにしてださい。

未設置地域の施設の促進など都の目標値でもある

また、都有地を活用した地域の福祉インフラ整

220 人分の整備目標が達成できるように区・市に対し

備事業における土地貸付料の減額を平成30年度以

助成や施設整備を含めた指導などを図ってください。
回答

降も継続してください。
2

障害者障害児地域生活支援三ヵ年プランに

おける定員増 220 人分の目標達成に向けて都は国

要望

の報酬に上乗せした運営費の補助や短期入所を新

療育センターの短期入所の枠ですが最近とても

設または増設した場合の家屋借り上げ費の助成を

とりづらい。実際に府中療育センターでは今年の

する短期入所開設準備等補助事業を行ってまいり

1 月から 8 月にかけて申し込みに対して受け入れ

ます。
②

が 60% 台。10 人申し込んで 4 人が断られると言
う状況である。

短期入所施設を利用する者に医療的ケアを行っ

これは府中だけでなく他も同じだと思うが今の

た場合には医療連携体制加算を活用できることと

整備目標の220人では決して適正な数とは思えな

なっており、平成 28 年度からは障害福祉サービス

い。これが到達できたからよいということでなく

等医療連携強化事業により区・市と訪問看護事業

さらなる目標の上積みをしてもらいたい。さらに

所との連携を支援していただいていますが、依然

は府中では改築工事の本格化が始まり建物に関し

として医療的ケアの必要な利用者の受け入れが進

ては基本設計もあるだろうが人員的な配置はこれ

んでいないのが現状です。利用する際に派遣看護

からだろと思うので十分な人員を配置して名目24

師（メディカルコンシェルジュ）の採用などで各

床だが、もう少し運用して緊急な場合の受け入れ

地域の短期入所施設で医療的ケアを必要とする障

などを考慮して受け入れ枠の拡充に努めて欲しい。

害児者の受け入れが進むよう市・区に対し医療連

また、このように取れない状況がたくさんある

携強化事業の活用促進やさらなる支援策の検討を

ので申込みしたいけど申し込みをがまんしている。

してください。
回答

潜在的なニーズはもっととても高いという事も認

平成 28 年度に開始した訪問看護事業所等と

識していただきたい。

の連携に取り組む区市町村に対して補助をする障

回答

害福祉サービス等医療連携強化事業につきまして

重心の方の短期入所の受け入れは、現在122。

は引き続き取り組み事例を紹介するなどして区市

障害者の方の短期入所の指定を取ったうえで、さ

町村実施を働きかけてまいります。

らに重心の病床指定を受けることとなるが、いま
短期入所の枠のうち結構な部分が重心指定を受け

③

現在療育センター等の短期入所を利用できる障

ているところであり、上積みが難しい。

害児者は医療的ケアの有る方の優先度が高く、重

重心の方の医療的ケアのニーズが多様化してい

度重複障害があっても医療的ケアがない場合は受

るので、高度な医療技術を備えた療育センターで

け入れて頂けないケースが多々あります。介護者

ないとなかなか受け入れが難しいことは承知して

である母親が大病等で手術や入院となった場合、

いる。医療型施設の短期入所の上積みをしていく

医療的ケアがない重度重複障害児者も利用できる

ことは難しいことはあるが、少しでも枠が拡大で

施設の不足は顕著です。早急に短期入所施設の拡

きるように民間病院なども含めて意見交換しなが

充整備をしてください。

ら枠の拡大に努めていきたい。

回答

在宅の重症心身障害児者及びそのご家族の
要望

暮らしを支えていくためには短期入所は大変重要と

昨年度当会の所属 22 地区に調査を行った結果、

考えています。そのため都では重症心身障害児者短

法内化をしている短期入所施設の数が地域でかな

期入所のため本年の 4 月 1 日現在で 14 施設 122 床

りのばらつきがある。また実際に 6 か所とかある

分を確保しております。これに加え医療ニーズの高

ような地域でも車いすの肢体不自由者が使える施

い重症心身障害児者の受け入れを図るために髙い看

設が半分以下であったりとかで、要因として中の

護技術を持った看護師の受け入れ促進、配置する

設備や人の手の問題があったりと設置数があって

事業も実施しております。今後とも短期入所の促進

も実際には利用できていないと言う状況が浮き彫

を図ります。

りになっている。
3

②

特に短期入所を区内で設置できるのは区内に入

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センター的役

所施設や多機能型施設があるようなところは良い

割を担っています。重度な障害児者が増加する中、

がそうでない場合は緊急一時で 2 床しかない地域

各地域でこのような役割の施設の必要性が増して

もある。江東区も多機能の計画が遅れて他区を利
用しているが申し込みの優先順位が下がるためほ

います。現在ある療育センターは多摩地区に多く、

とんど取れない。家庭に何かあっても療育セン

都中心部ではセンター的役割を果たせる療育セン

ターを利用できない重度の障害者の行き場がない。

ターが東部療育センターと北療育医療センターし
かありません。都中心部での新たな療育センター
の計画を早急にお願いします。

3 都立療育センターについて
①

回答

都は重心児者の方がどんなに障害が重くて

東京都においては、どんなに障害が重くても必

も必要とするサービスを利用しながら地域で安心し

要なサービスを受けながら地域で暮らしていける

て暮らせるように日中活動の場や短期入所など地

社会の実現を目指し、区・市に対し重症心身障害

域サービスの基盤の充実を図ってきました。また重

児者の療育環境が整うよう様々な補助を行ってい

度で常時医療的ケアが必要な方に対しては都内で

ただいているところですが、地域の通所施設は濃

入所できる施設として都立 4 か所、民間 5 カ所を確

厚な医療的ケアを必要とする障害者に対応できる

保して入所サービスに対応しています。社会福祉

十分な環境が整っているとは言えず、依然として

法人などが入所施設の整備を行う際には障害児者

都立療育センターへの通所を希望する障害者は増

施設入所施設整備費補助事業で補助していますが

加の傾向にあり、通所日数の制限をせざるを得な

重心児者の施設入所にあたりましては入所選考委

い状況にあります。当会で都内療育センター10 か

員会を開催して家庭の介護力や医療的ケアの状況

所にアンケートを行なった結果、通所定員 280 人

を配慮しながら必要な方が入所できるようにしてい

（児童発達支援含む）のところ 313 人の利用者があ

ます。今後も引き続き入所サービスの維持と向上を

り、実際に通所日数制限を設けている施設は 5 施

図るとともに在宅サービスの充実を図ります。

設ありました。新たな重心通所施設を建設するか、

4 入所施設について

既存施設の通所枠の拡充を行ってください。
回答

①

重症心身障害児者の通所施設に於いては従

入所待機者は年々増加傾向にあり、主な介護者

来の医療型施設に加えて、平成 18 年度から身近な

である親が他界しても入所できずに短期入所で対

施設を活用する地域施設活用型の整備に取り組ん

応しているケースも多く見受けられます。

でいます。27 年度から今年度までの三ヵ年プラン

グループホームで行える医療的ケアには限界が

では通所施設の定員の整備目標に向けて通常は 4

あり施設入所を望む声は多くあります。入所施設

分の 3 の補助率を 8 分の 7 の特別助成を行い区市

がない地区への設置を促進してください。
回答

町村を補助の対象としています。

障害者支援施設においての施設入所者への

本年 6 月 1 日の時点で医療型と地域施設活用型

地域生活への移行を支援するとともに最重度な障害

で 54 施設 649 人分を確保しています。また都は重

者や重複障害者の入所施設における専門的支援が

心施設の整備とともに看護人材の育成をして看護

必要な障害者利用のニーズに応えるために都では望

学生に対して重症心身障害者の看護の PR を行っ

ましいサービス水準を確保するために障害者支援施

ているほか入所と通所の看護師を対象に研修を実

設に対して東京都民間社会福祉施設サービス推進

施するなど看護師の確保・育成・定着に取り組み

補助金を行い、各施設で当補助金を活用して職員の

ます。今後とも重心通所施設のへの整備と看護師

処遇改善を図る事が可能となっている。今後とも国

確保に努め、医療的ケアが必要な重心者への支援

の動向を踏まえ諸般の事を踏まえ常に利用者の立場

を図ります。

に立ってサービス向上に努めるよう事業者を支援し
ていきます。
4

医療的ケアを実施することができる職員の養成を図

5 通所施設の充実について
①

るため痰の吸引等のサービスが必要な方のサービ

地域施設活用型事業の拡充をしてください。療

スの質の向上を図るために民間の養成機関に対す

育センターの通所で定員を超えて毎日通所できな

る研修に必要な開設準備金などの支援を行う事業

い方の受け入れを地域施設活用型事業で対処して

を開始しています。障害福祉サービス事業所にお

いくというのが都の方針ですが、実際には軽い医

いても介護職員等が適切に吸引等を行えるように

療的ケアが対象で気管切開などの濃厚な医療的ケ

引き続き関係所管と連携して実施をしていきます。

アを抱える方の受け入れはかなり厳しく困難な状

要望・質問

況です。医療的ケアの指導医の配置基準や通所バ

療育センターの通所利用枠がすでに定員をはる

スの看護師配置などを含め活用型事業の予算の増

かに超えていて通所制限を受けている方が地域の

額を含め、地域医療との連携もはかれるような整

施設に通えているかと言ったらそうではない。地

備を行い安心して安全に通所できる事業内容をご

域施設活用型を使える方は軽度な医療的ケアの方

検討ください。
回答

が対象であるし、活用型施設の中でさえも日数の

重心児者の通所事業をしている従来の医療

シェアをしている状況で週 3 日しか通えていない

型施設の他、平成 18 年度から地域施設活用型の整

ところが多い。港区でも職員配置の問題で週 1 日

備事業に取り組んでまいりました。

の制限を受けたとの話もある。

本年 6 月 1 日現在では医療型施設が 19 施設に対

地域で医療的ケアのある障害者が通所できてい

して地域施設活用型は35施設で計54施設です。ま

ない現実がある。地域活用型の基準や内容が不透

た地域施設活用型を利用してる方であっても濃厚

明でわかりづらい。医療的ケアの範囲も療育セン

な医療的ケアを必要とする方の割合は年々高く

ター通所では気管切開をしてる方も多いが地域で

なっています。利用者に占める超重症児者、及び

は気管切開があると受け入れてもらえない。通所

準超重症児者の割合は 5 割を超える状況です。今

バスも療育センターでは看護師の同乗もあるが地

後も重心児者の通所施設の整備に努め医療的ケア

域施設はバス会社の委託になっているところが多

の必要な重心児者への支援を図っていきます。
②

く医療的ケアの有る障害者が乗れないなどの課題
も多い。活用型事業もしっかり見直して頂きたい。

介護職員による痰の吸引等のための研修事業を

また江東区の事例だが、活用型事業を採用なし

行って頂いていますが、介護職員による医療的ケ

で看護師の確保もできて10名の医療的ケアの利用

ア実施がなかなか進まない要因として職員が人手

者が通所できているが、現在活用型事業を採用予

不足から日常の業務からはずれて研修に出られな

定になっていて、10 名で申請予定だがこの場合医

いという実態があります。職員が研修を受けやす

療的ケア利用者が増えた場合に通所日数の制限を

いように各地区や各施設への出張研修を実施でき

他施設のように受けるのではないかと考えるがど

るようにするなど研修事業の拡充を図ってください。
回答

社会福祉士及び介護福祉士法の一部改定に

より平成 24 年度からある一定の研修を受けた介護

うか ?

利用人数要件などはどうなっているのか ?

回答

地域施設活用型というのは 18 年度から始

福祉士及び介護職員などは医療や介護との連携に

まったが、当時は医療型という名前ではなくて病

より安全確保ができるなどの一定の条件のもとに痰

院や療育センターなどで通所を預かっていくとこ

の吸引及び経管栄養を行うことが法律上認められ

ろであった。ただ、重心の方もなるべく自宅に近

ています。都におきましては介護職員等が医療や

い所で、いろいろな所で通所ができるようにとい

介護との連携を図りながら安全確実に痰の吸引等

うことで始めたのが地域施設活用型のもとの部分。

が行えるよう平成 29 年度におきましても区部や多

医療型と地域型の大きな違いというのは医療型

摩地域の会場で介護職等による痰の吸引の研修事

は医療設備のある病院や診療所の機能があるのが

業を実施してます。また昨年度から痰の吸引等の

特徴で、地域施設活用型は身近な地域で医療的ケ
5

アはさほど重くない方を対象に始めた経緯があり

の努力だけでは補えないことでもあるので、国に

ます。要望にあった通り地域型では重い医療的ケ

対し介護職員の処遇が改善されるよう引き続き求

アの方が入ってくる。ただ、医療型の方は指定を

めるとともに、都として加算を上乗せするなどの

受けたいというところが出てきてはおらず、地域

対策を講じ、障害者支援施設等においてのサービ

型の方で、ある程度医療的ケアが重い方も受けて

ス水準が職員不足によって損なわれることのない

いかなければならない現状である。地域型は常勤

ようにしてください。
回答

で看護師１名を最低でも配置しなければならない。

都は国に対して重度訪問介護の報酬単価に

ここがほかの通所と違って、ほかの通所では常勤

ついて事業の実態に即して改善するように要望し

という制約までは設けていない。重い医療的ケア

てきました。引き続き国に対して必要な提案をし

の方が通所するには看護師 1 名の常勤配置は必須

ていきます。

と考えている。

7 補装具に関して

バスに関しては、常勤看護師 1 名の配置なので、

①

すべてのバスに同乗するということはなかなか難しい。

成人しても重度心身障害者などは医療型施設

通所施設の看護師確保対策として重心の方の基

（療育センター）や大学病院などで継続してリハビ

礎研修という形で重心の方への看護をどういう風

リを受けている方も多く、そのような対象者は初

にするかというような研修を実施し、また若手の

めて見て頂く判定医より日常見て頂いている理学

看護学生にも重心の施設へも就職してもらえるよ

療法士や医師による判断の的確性が高いと思われ

うに努力しています。江東区の事例に関してだが、

ます。18 歳でボーダーを決めてしまうのではなく

重心の指定をとって定員が 10 名であればそれを超

日常で定期的に専門医にかかっているかどうかで

える場合は日数のシェアを受けるようになる。職

書類判定が可能になるように判定制度の緩和をお

員配置を増やして定員 10 名を15 名にすればもちろ

願いします。
回答

ん可能にはなる。

身体障害者更生相談所の判定が必要とされています。

6 介護職員の確保について
①

補装具費の支給に対して 18 歳以上の場合は

身体障害者更生相談所では支給申請者の状況を

障害児者が在宅生活を維持していくためにはヘ

十分に把握して区市町村が適切な補装具の支給決

ルパーの確保が不可欠ですが、重度の障害児者に

定を行えるよう体制を整えています。

対応できるヘルパー不足から事業所が見つからな

原則として来所をして頂くことになりますが、

いという事が多々あります。都は、研修等で重度

ご理解頂きたいと思います。補装具の一部の種目

の障害児者に対応できるヘルパーを育成するとと

や再支給時の障害の状況が変わらない場合、また

もに、専門性や能力を評価し報酬を引き上げヘル

一部の修理などでは書類判定や区市町村の判断で

パーの増加と安定を図ってください。

の支給決定が可能となっています。

回答

都は重度障害者の介護に関する知識及び技

今後とも引き続き身体障害者の身体の状況、年

術を習得したヘルパーの養成を目的とした重度訪

齢、職業、教育、生活環境等の諸条件を考慮して

問介護従事者養成研修を行う事業者を指定してい

適切な補装具費の支給に努めてまいります。

ます。今後も適切な研修が実施されるよう引き続
②

き民間の事業者等が実施する研修事業の指定、指

日常で定期的に専門医にかかっていない障害児
者に対しては全ての項に対し訪問判定を都内全域

導事務等を行ってまいります。

で実施してください。
②

障害者支援施設においても職員の離職や求人に

心身障害者福祉センターが戸山から市ヶ谷およ

対する応募が少ないなど人材確保が課題となって

び麹町へ移転となり、特に車イスの判定は最寄り

おり、職員不足によるサービス水準の低下が懸念

の駅から遠く、車で行った際には駐車は別の場所

されます。介護職の低所得は運営する民間事業者

へ移動する等、大変な思いをしています。障害の
6

重度化や保護者の高齢化によりセンターに行くこ

回答

とが年々困難になっています。

身体障害者更生相談所を各都道府県または

政令指定都市に設置することが規定されている。

都内全域での判定を再考してください。

区市町村が各自に設置できるものではない。また

（例）足立区では補装具の申請について、大部分は

補装具の判定には医者や OT･PT や専門的な知

足立区障がい福祉センターでの判定となります

識・スキルが必要で自治体によっても異なるが区

が電動車イス等、特殊なものに限りセンターで

市町村の体制でやることは難しい。もともと簡易

の診断が必要となります。

な補修、一部修理は市区での対応が可能なので専

回答

補装具費の支給に対して身体障害者の場合

門性の高い判定に関しては身障センターで判定を

は身体障害者更生相談所の判定が必要とされてい

するのが適切ではないかなと考える。

ます。原則は来所による判定になりますが補装具

要望・質問

の種目によっては書類判定も可能となっています。

現実として重度の座位保持のような車椅子を利用

尚、島しょや西多摩に於いては巡回相談を実施し

しているものは判定に行くがセラピストと相談もし

ています。また重度の障害により医学的な危険性

てるし、専門の整形外科にもかかっている。普段か

があるために来所が困難でかつ巡回相談が利用で

かっている専門職の意見を聞いて作成するので判定

きない方のためには出張判定を実施しております。
③

に行くのは後追いのようになるわけで、そこで専門
性はどれだけ皆が求めているのか？と疑問がある。

心身障害者福祉センター多摩支所の仮設移転に

都としても決まっていると言う１点張りではなくどう

際して車いす使用者の使い勝手に充分配慮してく

やったら利便性がよくなるのか？

ださい。

親も高齢化しているしタクシーの手配も大変。

現在の支所の改修工事に伴う仮移転先で、車い

予約時に体調を崩したりして予約変更をするとさ

す利用者のアクセスに過度な負担が生じないよう

らに先になる。

に充分に配慮してください。
回答

足立区のように区で判定を行えているのはどう

東京都心身障害者福祉センター多摩支所仮

いうことか？

移転に当たっては利用者への十分な配慮が必要で

訪問判定も命に係わるようなことでないとなか

す。仮庁舎では車いす使用者に配慮したエレベー

なかできないと言われがちである。

ターやトイレ設備などのバリアフリー化を行うほ

回答は承知したが今後は一緒に考えて頂きたい

か来庁者のための駐車スペースの確保をします。

と切にお願いしたい。

また駅との間の送迎を行うなど利用者の利便性を

回答

十分に配慮していきます。

足立区は以前モデル事業として行ったと聞

いている。
質問

補装具は毎年のように要望している。更生
質問

相談所に判定を受けなければいけないと言うベー

各区でモデル事業を行えばできるというこ

とか？

スがまずあるのは承知しているがどうしたら地域

回答

での書類判定だったり、区へ来ていただき判定し
て頂くようなことができるのか？教えて頂けたら

各市区に体制を整えてくれと言うのは難しい。

センターの予約がとりづらい話は聞いている。

私たちも多方面に働きかけをできる。
質問

もともとの更生相談所の判定の部分を緩和して

出向いて行って判定を受けるという事がそ

もそも違うのではないか？

もらいたいという事を厚生労働省に働きかけがで

もともとこどもたちの主治医が本人たちの事を

きるのであればしたい。
各地域の父母の方が麹町にセンターが移転して

よく理解している。専門職の判定というがこども

本当に困っていると言う話をたくさん聞く。どう

たちの主治医以外の専門性とはどんなことなの

したら解決が図れるのか？

か？センターで初めて見て頂く判定医にどんな判
7

定ができるのかも疑問。個人的な話だが、身障手

回答

都立学校活用促進モデル事業においては

帳の判定の時も子供の足が動いたことで５級の判

プールに関しては実施致しておりません。しかし。

定を受けたが実際は足が動いたのは痙攣によるも

東京都教育委員会では地域の障害者のスポーツ活

のだった。そのような経験からも判定医の専門性

動の充実と健康の保持・増進のためにプール開放

には疑問がある。

事業というものを実施しています。都立特別支援

またこのお子さん紐が結べないから一級だね、

学校のプールを夏季休業期間において都内在住・

と言われ、看護師さんが このお子さん歩けますが

在勤の障害のある方で構成された団体やグループ

……というようなことがあった。

に対して開放をしている。

昨年車椅子を作成するのに主治医・車いす業者・
質問

PT に入って頂き、主治医の意見書を提出したら

の利用はできないということか？団体の要件みた

通った。そのようなやり方があるんじゃないのか？
回答

いなものはあるのか？

更生相談所の判定というのは変わらないが、

また、開放事業で地域の施設団体などが使いた

本日具体的な事例も多々伺ったので身障センター

いと申し込みをしても学校のプール開放の期日な

の方にも話を伝えます。

どが周知されていなくて申し込みできない事もあ

8 駐車場について
①

これは団体に対して貸し出すものか？個人

る。開放事業では指導員や当日入る利用者名を届

高齢者が増えていることもありウエルキャブ車

け出しなければならなくて当日入れないなどメン

の使用者が多く、車椅子用の駐車スペースが少な

バーが変わる場合もでる。

くて苦労しています。条例などにより、病院等多

回答

団体要件としては 5 名以上で事前登録が必

数の人が利用する場所での充分な障害者用駐車ス

要。保険の関係があるので氏名の届け出が必要だ

ペースが確保できるよう指導してください。

が、当日欠席などの場合に影響はない。

回答

都は、福祉のまちづくり条例に基づく整備

夏季休業中での開放なので水温の管理や貸し出

基準におきまして、不特定且つ多数の者が利用し、

す学校側の職員の配置などで期間を限定せざるを

または主として高齢者、障害者が利用する建造物

得ないと言うのも現状だろう。

に駐車場を設ける場合には、幅 350 センチ以上の

要望

車いす使用者駐車スペースを 1 以上設ける事を遵

重度の障害者にとっては各地域にあるようなス

守基準としており基準に基づく整備をしています。

ポーツセンターなどでは水温も低かったり、車椅子

また整備基準では、全駐車台数が 200 台以下の場

で入れる更衣室などの設置が少なくて利用しづらい。

合には駐車台数の 1/50 以上、200 台を超える場合

また医療的ケアの有る重症児は吸引などを行う必要

には当該駐車台数の 1/100 に 2 を加えた数以上の

が出た場合に付添い人が水着に着替えないとプール

車いす使用者用駐車施設を設けることを努力基準

サイドに行けなかったりする。

として定めています。

特別支援学校のプールであればプールサイドまで

9 都立学校活用促進モデル事業ついて
①

車椅子でも行けたり、更衣室も充実している。オリ
ンピックの影響で障害者スポーツセンターのプール

都立学校活用促進モデル事業によって特別支援

が閉鎖されているところがある。せめてこの期間だ

学校の体育施設等の貸し出しがされています。常

けでも学校のプールを使えたらとても助かる。

に緊張の高い重度の肢体不自由児者にとってプー

また区立小学校で通年使える温水プールを設置し

ルの中は緊張がほぐれリラクゼーション効果があ

ているところがある。 児童生徒が利用しない夏季

ります。しかし、一般の市・区営プール等は水温

以外が区民が有料で使えるようにしているケースも

が低く利用しづらい場合が多いので、特別支援学

ある。都立特別支援学校もこのような活用の仕方も

校の体育施設等の貸し出しの中にプールも加えて

考えて欲しい。

ください。
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本日提出いたしました要望書は、既に提出しておりま

政党ヒアリング報告

した要望書の重点要望をまとめたものとなっておりま
す。東京都におかれましては様々な施策を展開して地域

平成 29 年 7 月 27 日（木）公明党、8 月 3 日（木）都

生活を支えていただいているところですが、障害の重度

民ファースト、9 月 5 日（火）共産党、9 月 11 日（月）

化や、当事者及び家族の高齢化、18歳以降の通所施設と

民進党、9 月 15 日（金）自民党と各政党ヒアリングが

家庭以外の居場所づくりなど、いまだ多くの課題がある

行われました。

と認識しております。

今年度は当会で調査をしたアンケート結果をもとに重

本日はお時間も限られておりますので、3 点に絞って

点項目の中で、短期入所施設の拡充、また都立療育セン

説明させていただきます。

ターの通所の現状をお伝えし、都の事業でもある施設活

まず初めに、地域での生活を支える、『グループホー

用型事業の見直し・拡充を図る事。各地域にセンター的

ム』や『短期入所』の事業所の整備についてです。都内

役割をするべき療育センターの増設、また現在ある療育

で一定数整備されておりますが、重度重複障害者、特に

センターの枠の拡充をお伝えしました。また在宅生活を

医療的ケアを必要とする障害者に対応できる事業所は、

支えるうえで介護職の人材不足は深刻で人材確保のため

建設や設備にコストがかかるうえに、専門的な知識・ス

にも介護士の処遇改善が最優先事項になる事。保育士だ

キルが求められることから、いずれの地域でも不足して

けでなく介護士の専門性や能力を評価し報酬の引き上げ

おります。また、医療的ケアにつきましては、訪問看護

を国に先駆けて都で行って欲しいという事をお伝えしま

事業所との連携等支援策を講じていただいていますが、

した。

包括補助事業のため財政的に厳しい市区では実施に至っ

都議会選挙後という事もあり、新政党の都民ファース

ていないところもあり、地域間格差が生じております。

トにおいては初めてのヒアリング。また当初予定してい

空き家を利用して、その時に改築費用の助成をしていた

た日程が都議会臨時本会議と重なり民進党と自民党は

だくなど、尚一層のご支援をお願いいたします。

急遽日程が変更になってしまったにもかかわらず、地区

2 点目は、人材の不足についてでございます。先ほど

会員の方々のご協力によりご参加頂けたこと感謝いたし

と重複しますが、通所施設、訪問系サービス、短期入

ます。今後も福祉部ではアンケートなど行い数字や事例

所、グループホーム等いずれの事業所でも人材が不足し

を把握しながら具体性のある要望へと繋げていきたいと

ています。特に、夜間や休日の支援員の不足は深刻と事

思います。

業所からきいています。訪問看護事業所も多くは緊急時

東京都知事とのヒアリング

以外は平日の 9 時から 5 時、6 時までの利用となるため、

出席者：三井美和子、秋本裕美、濱川浩子、小栗敦子、

療的ケアが必要な重度障害者にとって最後の砦とも言う

夜間、休日は家族が全て担うことになります。また、医

上野賢（事務局）

べき、都立療育センターでもドクターの欠員や看護師の

財務局より、小池東京都知事が直接、各種団体からの

不足があると伺っています。実際、短期入所の受け入れ

予算要望に対するヒアリングを実施する旨要請があり、

件数がドクターの欠員により、従前の 6 割程度となって

11 月 6 日（月）14 時 45 分より 15 分間、都庁第一本庁舎

いるところもあります。現在国において報酬改定の議論

中会議室にて行われました。当日は河井会長がお子さん

がされておりますが、東京都におかれましては、保育士

の体調不良で欠席のため三井副会長が以下の要望内容

の確保同様、率先して人材の確保にご尽力いただきたく

を説明しました。

存じます。
3 点目は補装具の判定についてです。制度上、判定は

本日直接お話しさせていただく機会を頂きありがとう

都の更生相談所で行うこととなっておりますが、現在の

ございます。

麹町はアクセスが非常に困難で、多くの会員から是正を

私共東京都肢体不自由児者父母の会連合会は、結成し

求める声があがっております。以前実施されていた巡回

てから 58 年になり、19 の区、3 つの市の地区父母の会

相談や、書類判定の範囲の拡大など、利用者の立場にたっ

で構成している連合会でございます。研修大会や講演会

た改善をお願い致します。この件につきましては上部団

を開催して、会員の知識向上につとめる他、会員相互の

体を通じまして、厚生労働省にも柔軟な運用を求めてい

情報交換を行い、各地区の福祉環境の向上につとめてお

きたいと考えております。

ります。また、関係機関と連携し、“ 障害があってもな

説明につきましては以上ですが、私共も、『ダイバー

くても共に地域で暮らせる共生社会 ” を目指し、日々活

シティー東京』の実現に向け努力を重ねていく所存で

動しております。

す。宜しくお願いいたします。
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第 54 回 関東甲信越肢体不自由児者父母の会連合会

新潟大会

メインテーマ

差別や偏見を受けることなく 暮らしやすい共生社会の実現をめざして

期日：平成 29 年 7 月1日（土）

基調講演（要旨）

会場：ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟
〔法の内容〕
「差別的な取り扱いをしてはいけない」と「合理的

テーマ：障害のある人もない人も暮らしやすい

配慮をしなくてはいけない」という二つを示してい

地域とは ─障害者差別解消法の意味する

ます。
「差別的な取り扱い」は我々が意識してきた障

ものと課題について─
講

師：毎日新聞論説委員

野沢

害者差別そのものです。
「合理的配慮」については、
和弘 氏

相手の財政状況や規模、配慮と負担の割合等を建設

プロフィール：毎日新聞社にて 2007 年より夕刊編集

的な対話で折り合いをつけていくことが基本方針に

部長、2009 年より論説委員、その他 社会保障審

定められています。
障害者の側から表明して初めて相手方の義務とな

議会障害者部会委員、内閣府障害者政策委員会委
員、植草学園大学客員教授、東京大学非常勤講師、

るので、障害者側から意思表示しなくてはいけませ

上智大学非常勤講師、私的には重度知的障害児の

ん。意思表示が難しい（私の長男のような）場合は、

父親

基本方針で家族等（支援者含）が代弁できると書か

主な著書：「障害者のリアル×東大生のリアル」

れています。家族や支援者は、障害者差別解消法、

「あの夜、君が泣いたわけ」
「条例のある街」

〔はじめに〕

合理的配慮についてよく勉強してほしいです。

〔合理的配慮とは〕

障害者差別解消法が施行されて 1 年経ちました。

雇用の場：障害者雇用に熱心な企業は色々な配慮

今日はこの法律に関する話の後、今後の障害者福祉、

をしています。障害者の体や機能に応じた高さを調

地域福祉について考えを深めていきたいと思います。

整できる机、滑らない床、大きな文字での表示…こ

これは、うまく使っていくと障害者の生活が劇的に

れらは、障害者雇用が広がるだけでなく、一般の従

変わっていくだけでなく、世の中を大きく変えるす

業員にも恩恵が広がり生産性も高まります。

ごい法律です。

インクルーシブ教育：基本方針は「障害のある子
とない子が、共に学ぶことを目指す」という統合教
育ですが、その前提として「授業内容の理解」
「参加
している実感、達成感」
「充実した時間を過ごしてい
る」
「生きる力を育てている」等が必要と考えるので、
すべてを達成するのはとてもハードルが高いです。
わかっているように見えていても、実際にはわから
なかったり、平気なように見えていても心は混乱し
ている場合もあります。本人もストレスや混乱の原
因が自覚できず、時間や場所がずれたところで崩れ
てしまうこともあります。みんな一生懸命やってい
るのに、だんだん本人に負荷がかかることは結構あ
ります。インクルーシブ教育の理念はぜひ実現させ
10

てほしいと思いますが、合理的配慮を入念に組み立
てながら、それぞれの障害特性を見極め、細かくフォ
ローしていかないと難しいと思います。
情報処理のスピード、記憶力、コミュニケーショ
ンのスピードなど今の社会に詰め込まれているもの
が劣っていても、別の才能、それぞれに良いものを
見つけ伸ばしていく教育方法をしてほしいです。イ
ンクルーシブ教育を通して、一般の子供たちにも良
い影響があるのではないかと思います。
合理的配慮の事例集を内閣府が出しています。
ホームページからも見ることができるので、ぜひ見
てください。現場では色々工夫されているので、色々

築してほしいと思います。

な合理的配慮をみんなで集めて、それをまた皆で広

障害者のことだけでなく、高齢者問題、子供の貧

めていくようにするとよいと思います。

困など、社会そのものがずれている現在、障害者だ
け救えばよいというのではなく、地域社会全体を救

〔当事者の役割〕

い、そこに障害者の社会における役割を作り出して

合理的配慮は、その重要性を当事者だけがわかる

いくことが必要ではないかと思います。

だけでなく、社会もわかっていないとうまく使えま

アメリカの ADA（差別禁止法）を作成した当時の

せん。社会にとっても、これが良いことであると知っ

担当官に、アドバイスを聞きました。
「一つの法律や

てもらうことが重要です。例えば、シルバーシート

制度ができたからと言って、世の中がそんなにすぐ

は高齢者向けに作られましたが、必要とする人の幅

には変わらない。アメリカでもそうだった。鳴り物

が増えプライオリティーシートとなりました。車椅

入りでできてみんなに注目されたが、世の中を変え

子用トイレは多目的トイレとなりました。知的障害、

るのは大変だった。しかし、未来を変えることは出来

自閉症の方にわかりやすい情報保障は、外国人観光

る。未来を変えるためには、子供たちや若者たち、学

客にも温かいおもてなしができます。

生たちにこそ障害者のことを知ってもらう、触れてもら

しかしながら一方では、合理的配慮を進めること

う。今すぐ変わらないが、感受性の豊かな時に触れ

により近くにいる人がちょっとだけ我慢をしなくて

合った人が成長して社会を担うようになったら、これか

はいけないこともあります。例えば、インターネッ

ら世の中は大きく変わる。」と言われました。

トで本を買えるのは便利ですが町の本屋が減り、イ

私たちのような重度の障害児がいる親にとっては、

ンターネットでの買い物をしない人には不便になっ

本音では親亡き後は不安です。だから、良い人材を

ています。このように、便利になることにより誰か

できるだけたくさん作っていきたい、そういう若き

を不便にさせるという関係があることにも気付いて

人材たちにこれからの社会を託していきたいと思い

ほしいと思います。

ます。相模原事件を起こした男のような考えをもつ

福祉サービス、権利擁護のシステムはもっともっ

人は世の中に沢山いるし、これからもいっぱい出て

と必要です。しかしこれを障害のある人にただ提供

くると思いますが、それに負けないくらい強くて優

するだけでは、彼らの生きていてよかった、生まれ

しい心をもった若者たちも、今のうちからいっぱい

てきてよかったという思いに応えられないのではな

作っていきたいと思います。障害のある子供たちに触

いかと思います。ぜひ利用者像を変えていきたいと

れてもらうこと、生き様を見てもらうこと、それが社

思います。単に福祉サービス等の対象ではなく、利

会を作る大きな力になるのではないかと考えます。

用者は社会に能動的にかかわり、人生を楽しむ人と

差別解消法を生かすために、いろいろなことをこ

いうアイデンティティをつかんでほしいです。本人

れから我々はしなくてはいけませんが、それを皆さ

も支援者も両者がこのようなアイデンティティを構

んと一緒に考えていけるとよいと思います。
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※合理的配慮は意思表示して初めて成り立つ法律なの
で、これらのことを実現するために、当事者や家族、
支援者は「障害者差別解消法」のことをよく勉強を
してほしいということを、ご自身の様々な場所で体
験された事例を具体的にたくさん交えながら、とて
も分かりやすくお話しいただきました。

・障害者差別解消法をうまく使い合理的配慮が
浸透すると、社会全体にも大きな進歩をもた
らすことを社会に伝えなくてはいけない。

・単に便利に生活できるようになることだけで
はなく、人生そのものを豊かに過ごすその内

面的な変革が大切であることを当事者はもち
ろん、周囲の人も意識してほしい。



・小さな子供のころから真の意味でのインクルー

（広報部

岸井泰子）

シブな教育を提供し、これからの世の中を変
えていける子供を育ててほしい。

利用においては、制度に利用者や現場が従属する

パネルディスカッション

～共生社会の実現をめざして

のではなく、利用者や現場に制度が従属する仕組

障害者差別解消法の取り組みの現状と今後
の課題を考える

スカッションでは、障害のある方とその支え手の

みに変えていく必要があります。このパネルディ
素朴な「想い」と「願い」に、心を傾けて耳を澄

新潟医療福祉大学副学長・社会福祉学部長 丸田 秋男氏

ませて聴き止めたいと思います。
○その上で、野沢和弘氏から問い掛けられた「サー

（コーディネーター・プロフィール）
新潟県生涯学習審議会長、新潟県自立支援協議会長
を務めるほか、県内の自治体において行政計画の策
定・推進・評価等に幅広く関わっている。また、現
役のソーシャルワーク専門職あるいは学校カウンセ
ラーとして相談業務に携わるとともに、社会福祉の
行政組織の職員をはじめ社会福祉施設職員、民生委
員・児童委員、ボランティア等の人材育成にあたっ
ている。

ビスを提供する側からの判断によって障害者に不
本意で不愉快な不利益を与えては本末転倒だ」
、
「国のガイドラインに任せるだけでなく、日常生活
の具体的な場面で何が差別に当たるのか どのよう
な合理的配慮を求めることができるのかを明確化
する必要がある」等について会場の皆さんと共に
考え、感じていることや理不尽に思っていること
を言葉にし、共生する社会の実現を目指す力を高

〔討論のポイント〕

めたいと思います。

○障害当事者や重度身体障害者の家族は社会生活上
の課題を多く抱えています。障害者差別解消法が

障害者差別解消法の取り組みに期待すること

制定されてから法施行まで 3 年、法が施行されて

─障がい者施設はみんなの夢を叶えるお手伝いを─

から 1 年が経過しました。この間、関係者等の研

新潟県肢体不自由児者父母の会連合会会員 坂田 由香利

修に寄せられるニーズの多くは､ 国 ･ 地方公共団

（パネリスト・プロフィール）
2006 年 県立新潟養護学校 高等部卒業

体における対応要領や合理的配慮の提供等事例に
関するものです。これに対して、人間の内在的価

2005 年 ダイビングライセンス取得
2005 年・2009～2016 年 国体出場

値と尊厳の尊重、危害を加えないこと、多様性の

９大会すべてメダル獲得
2010 年～ 車いすダンス 東京グランプリ
上信越グランプリ入賞
2015 年 パラ駅伝 in TOKYO 出場

尊重、人権と社会正義の支持といった原則的な考
え方を伝えても、なかなか関心を振り向けてもら
えない現実があります。
○坂田由香利さんや小林達央さんが直面した「車椅
子だからできない」
「障害に対する自己理解が足りな

私は 10 年以上陸上に取り組んでいて、全国障害者

い」などといった対応は、稀なことではありません。

スポーツ大会にも出場しています。でも指導者がい

また、障害福祉サービスあるいは介護サービスの

ないので、いつもお母さんが教えてくれます。他の
12

練習できる機会があればもっと沢山の人がスポーツ

障害者差別解消法の取り組みの現状と今後の
課題を考える─山梨県障害者自立支援協議会 ･ 権

に取り組めると思います。

利擁護部会の活動報告及び所感─

県では毎月陸上の練習会があるそうです。県内にも

高校生の時には夢だったスキューバダイビングの

山梨県肢体不自由児者父母の会連合会

ライセンスに挑戦しました。私は健常の人の何倍も

副会長

小俣 壱嵯於



練習が必要ですが、障がい者の施設にあるプールで

（パネリスト・プロフィール）
山梨県障害者自立支援協議会 権利擁護部会 会長

は機材を使った練習はできませんでした。隅っこで
も、時間外でもダメだと言われました。別のプール

富士吉田市障害者団体連絡協議会

で練習をさせてもらって何とかライセンスが取れま

会長

山梨県障害者自立支援協議会の ｢権利擁護部会｣

したが、障がい者の施設に断られたときは悲しくて

では､ 障害のある方から見た視点で山梨県内の障害

涙が出そうでした。
車いすに乗っていることで諦めることは沢山あり

福祉について考えていく部会として位置づけ､ 各市

ますが、その中で必死に夢をつかみ取ろうとしてい

町村を回り､ 障害のある方の生の声を聞き県の施策

ます。一般の施設もそうですが、まずは障がい者の

に反映を目指す ｢権利擁護について考える座談会｣

施設にみんなの夢を叶えるお手伝いをしてもらえた

を開催しております｡
山梨県障害者自立支援協議会は 20 名の委員と 9 名

らなと思います。

の事務局員で 3 つの部会を運営しており､ 私は保護

障がい者が当たり前のように
地域のイベントやサークルヘ参加できる社会に


者の代表として参加し､ 権利擁護部会の会長をして
おります。
山梨県は 4 つの圏域に 4 人の圏域マネージャーが

燕市肢体不自由児者父母の会会長 坂田 真弓（母）

おり､ 12 の地域自立支援協議会を担当しています｡

（パネリスト・プロフィール）
2013 年～ 新潟県肢体不自由児者父母の会連合会
理事
2015 年～ NPO 法人 結 理事

平成 25 年度 ｢権利擁護について考える座談会｣ 4 圏
域で開催｡
平成26年度 障害者差別解消法の制定に伴う差別に
関するアンケートを実施｡
平成27年度 障害当事者のみなさんが権利擁護につ

娘は長年に渡り陸上に取り組んでいます。しかし
競技スポーツはいつまでも続けることが難しいので、

いて自ら話してくれた生の声を集めた意見集を作

楽しみとしてスポーツを続けられるよう地域のマラ

成。
（山梨県では平成 5 年に制定した ｢山梨県障害

ソン大会へ出場してみようと考えました。他県では

者幸住条例｣ について ｢共生社会の実現｣ ｢障害者

スタート時間を調整するなどの配慮で出場できる大

差別の解消｣ の観点から約 20 年ぶりに改訂を進め

会がありますが、新潟県では問い合わせた全ての大

ておりましたので､ 改訂の資料としてアンケート

会に断られました。ここで問題なのは、多くの大会

調査および意見集を作成しました｡）

において断る理由が明確ではなかったことです。
「車

平成 27 年度 権利擁護について考える座談会 ｢障害

椅子だからできない」という思い込みは、社会が作

者差別解消法について学び､ 語り合おう｣ より､ 合

り出した障壁であると思います。しかし支援方法が

理的配慮の不提供についての意見集を作成しました。
平成 28 年 4 月 ｢障害者差別解消法｣ が施行されま

分からないことは不安ですので、安易に相手を責め

した｡

ることはできません。こちら側も権利を主張するだ

平成 28 年 4 月 改訂 ｢山梨県障害者幸住条例｣ が施

けでなく、どんな支援が必要なのかを発信して互い

行されました｡

に歩み寄る姿勢が必要であると思います。

条例の構成

障がい者を特別な存在として分離するのではなく、

1. 総則

2. 障害者の福祉の推進

3.

当たり前のように地域のイベントやサークルなどへ

福祉のまちづくり 4. 障害を理由とする差別の解

参加できる社会となることを願っています。

消（今回の幸住条例には新しく 4. 障害を理由と
13
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する差別の解消が新設されました｡）
＊障害を理由とする差別を解消するための取組につ

①市の窓口を訪れる聴覚障害者から､ 住民票の取

いての新しい制度が作られました＊

得など簡易な書類申請について､ 市設置の手話

1. 障害者差別地域相談員（県内29市町村に38名設置）
障害のある人が住む身近で相談者に助言し､ 差

通訳者を介さず自ら行えるようにしてほしいと
の話しが寄せられた｡

別の状況の確認､ 相手方との調整などを進め差別

②市は､ 具体的な申請書類等について他の障害者

の解消につとめる｡

の希望を聞き取り､ 案内方法を検討した｡ その

2. 山梨県障害者差別解消推進員（山梨県障害福祉課

結果、聴覚障害者に限らず､ 知的障害者等の他

内に 2 名設置）

の障害者にも対応するとともに､ 在住外国人に

障害者差別地域相談員を支援し､ 相談支援で困

も対応できるコミュニケーション支援ボード（指

難な事案については､ 公的な紛争解決機関につなげ

さしボード）を作成し､ 平成 28 年 12 月､ 利用

るなど地域と一体となって差別の解消につとめる｡

頻度の高い窓口に配置した｡ 日本語 ･ 英語 ･ 中国

3. 障害者差別解消支援ネットワーク会議

語 ･ 韓国語 ･ ポルトガル語の五か国語で表記し

公的な紛争解決機関などを構成員とする会議を

ている｡ 市は今後具体的に利用する中で､ 不足

設置し､ 差別事例の情報共有や差別を解消する取

する内容や各業務固有の内容等補いながら､ 改

り組みの提案､ 差別解消に向けた連携などを進め

良を重ねていくことを考えている｡

る｡ 山梨県労働局 ･ 法務局 ･ 山梨県庁 ･ 障害者団体

○最後に身近な権利擁護の考え方として

当事者など 35 名で構成されています｡
平成 28 年度

｢権利擁護｣ とはその人が望むことを実現するため

｢権利擁護部会の取り組み｣

の行動や必要な支援､ 考え方｡

県内12の地域自立支援協議会と共催で､ 11回の座

本人が実現したい想い（就職 ･ 一人暮らし ･ 結婚 ･

談会を開催しました｡

自動車の運転）や､ もっと身近に実現したいこと

・山梨県障害者差別解消推進員からの報告事項

（旅行 ･ 外食 ･ ペットを飼う ･ 買い物）など､ 日常

（平成 28 年度の障害者差別に関する相談は 43 件）

的に誰もが考え､ 望み､ 実行していることばかり

〇相談事例 1. 山梨県立病院の身体障害者用トイレ

です｡ 障害者も健常者も差はありません｡

のベンチ設置
質問

①当事者の思いは一人でトイレを利用したい｡ 細

コーディネーター

丸田 秋男

長ベンチであれば一人での利用が可能で､ 介助

具体的な事例について一つ一つ解決していくプロ

者なしで通院でき､ 周囲に負担軽減ができる｡

セスを大切にしているように思う。その一つ一つ解

いくつかある身障者用トイレの内､ 一か所だけ

決していく推進力はなにか教えてほしい｡
回答

でも良い｡ 自分だけではなく､ 同様な状況の方

常日頃､ 障害当事者と県職員と当事者目線で話し

も使いやすくなるのではないか｡（当事者宅トイ

合いながら進めている｡

レの写真提供）
②当該病院での検討､ 当事者からの要望を前向き
に検討｡ 地域相談員､ 県推進員をとおして当事

障害者の差別解消に向けて

者から得た情報を加味し､ 具体案を検討｡ 設置

 社会福祉法人フレンドランド福祉会支援員

可能なトイレを選定し､ 設置した｡

小林 達央

（パネリスト・プロフィール）
平成７年生まれ新潟市在住
中学３年生の冬に怪我を負って車いす生活になる

③トイレのベンチ設置後､ 当該病院から設置状況
を示す写真が県推進員へ届き､ 地域相談員を通

平成 29 年 3 月 新潟医療福祉大学社会福祉学部社
会福祉学科を卒業
４月 社会福祉法人フレンドランド福祉会に就職

して改善結果が相談当事者へ伝えられました｡
当事者からは利用後の報告も寄せられました｡
〇相談事例 2. 障害者自らが住民票等の申請を行え

1.  福祉への道、新潟医療福祉大学を選んだ理由

るよう改善を求めた事例
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現在、私は障害福祉サービス事業所で働いていま

進めないときは誰もが悩みます。ましてや、障害の

すが、どうして福祉の道を選択したかということを

ある私の場合には受け入れてくれる企業は限られて

まずお話したいと思います。始まりは、私が中学 3

きます。その現状を打破できないことが、普通の人

年生の冬に怪我を負って車いすの生活になったこと

の就職活動よりストレスとなり、大きな悩みになり

です。いきなり障がい者となってしまった当時は、

ました。また、就職活動を行っている時に私が感じ

直ぐには現状を受け入れることが出来ずに周りに感

た問題は、短時間労働、短期間雇用の企業がほとん

情をぶつける日々が続きました。そんな時に、右も

どだということです。一般の正社員並みでなくても、

左も分からない私に対して使える制度などを分かり

できるだけ長い時間で長期間にわたって働きたいと

やすく説明して、親身になって相談に乗ってくれた

思っていたので愕然としました。

医療ソーシャルワーカーに出会いました。私は、そ

そして、障害者を歓迎するという会社であっても、

のワーカーの仕事ぶりを見ているうちに、自分も同

いざとなると車いすの人は応募を遠慮してほしいと

じような境遇の人たちの役に立ちたいという気持ち

いう会社もありました。障害者を募集しておきなが

が芽生えていきました。高校に進学し、進路を選択

ら、これはどういうことなんだろうと理不尽さを感

しようとする時期に、福祉系の大学出身の担任の先

じました。

生の後押しもあり、福祉を学び、得た知識や経験を

一般的には、障害者就労が改善されてきていると

社会に還元したいという理由から新潟医療福祉大学

言われていますが、社会の中にある現実や矛盾を目

を選びました。

に見えるようにしていく必要があると思います。

2.  大学で学んだこと、印象に残った体験

4.  障害者差別解消法が施行されて変わったこと､ 変
わらないこと､ これからへの期待

私が、新潟医療福祉大学に入学して最も印象に残
り、就職した現在でも活かしていることがあります。

障害者差別解消法が施行されて 2 年になりますが、

それは、大学 2 年生と 3 年生の時に行った現場実習

正直なところ日常生活における変化は感じていませ

です。元々、障がい分野に対して高い関心があった

ん。公的な機関や公共の施設では、不当な差別的取

ので、障害福祉サービス事業所で実習を行い、そこ

扱いを受けたり、合理的配慮を欠くようなこともあ

で私と同じ身体障害、私とは異なる知的障害や精神

りません。つまり、形式的あるいは規範的なレベル

障害といった方々と関わる機会を持ちました。

ではあまり変化が見られないということです｡ その

今まで身体障害という視点で物事を見ることが多

一方で気になることがあります。企業等の求人票と

かったのですが、自分とは違う他の障害を抱えてい

実際の採用条件との間には予想以上のズレや矛盾が

る人たちの悩みやリアルな声を聞くことで、物事に

あることは先に述べましたが、それ以上に大きな理

関する視野を広げる体験となりました。これらの経

不尽さを感じたことがあります。それは、専門機関

験が、現在働いている現場での職員の方々との連携、

や専門職から「障害に対する自己理解が足りない」

利用者様の方々とのコミュニケーションに活かすこ

との理由で、職業自立や社会参加に向けた相談が閉

とができていると実感しています。

ざされてしまったことです。形式的あるいは規範的

3.  就職活動で直面した悩みや苦労

なレベルでの差別解消にとどめず、障害のある人一

大学 4 年生となり、就職活動を迎えました。周り

人ひとりの想いや願いが大切にされているかどうか

の友人たちが動き始めていく中、一般の就労とは異

という視点が必要であると思います。そのような意

なる私はどうしていいか分からずに遅れを取ってし

味からも、私たち障害のある者や家族が、社会の中

まいました。ようやくハローワークの窓口や合同企

で直面する不条理や理不尽さを勇気をもって言葉に

業説明会に行き、採用条件に関する話を聞いたり、

していく必要があるのではないでしょうか｡

実際に何社か面接試験を受けに行きました。しかし、

5.  今後に向けて

なかなか面接試験を突破することができませんでし

大学を卒業し、この春から社会人として無事に次

た。一般の人の就職活動でもいえることだと思いま

のスタートを切ることができました。まだ働き始め

すが、企業に面接を受けに行っても次のステップヘ

たばかりで、今行っている業務に精一杯であれこれ
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言える立場ではないと自覚しています。しかし、少

問より､ 千葉県が立ち上げた条例を参考に翌年､ 官

しでも長く働いて、障害があっても、頑張れば一般の

民一体の新潟市障がい者施策推進協議会（現在：新

人たちと同じように社会の一員になれるんだというこ

潟市障がい者施策審議会）をたちあげ､ 平成 28 年 4

とを身をもって示していきたいと考えています。障害

月 1 日に条例施行に至る｡ 平成 29 年３月 31 日現在

があるからできないではなく、障害があっても周りと

1 年間の差別相談は 46 件になる｡

同じようにしていいんだということを様々な人々と関

2.  差別として寄せられた相談事例
【事例 1】全盲の視覚障がい者 A さんが「合理的配慮

わるなかで発信していきたいとも考えています。
私事になりますが、自分の可能性を信じて働きた

として代筆をお願いしたい」という申し出をし、B

い、自分らしく生きたいという願いを受けとめ、障

職員が申請書の代筆を行っていた。その後、別の書

害のある方々と共に働き、喜びを共にし、社会の中

類についても、代筆が必要なことに気付いた B 職員

にある不条理や理不尽さに挑戦する仕事を与えてい

が、C 職員に代筆を行っても良いか確認したところ、

ただいた社会福祉法人フレンドランド福祉会 ･ 田中

C 職員が A さんに対し「可能であれば自署でお願い

アツ子理事長に心から感謝申し上げます。

したい」と発言した。

  コメント  

そうしたところ、支援者 D さんから「事前に合理

野沢 和弘

的配慮の提供を求めているのに、そのような発言を

悪意をもってやる差別は少なく､ むしろ一般の

するのは、差別に当たるのではないか」という訴え

人は言われなければ､ 気が付かないことが多い｡

があった。
（種別：視覚、性別：不明、相談者：支援

障害を持っている人から遠慮ぜずにどんどん言う

者、相談形態：電話）

こと｡ 周りの人がわかりやすく伝えていくことが

【対応 1】結果として合理的配慮の意思表明に基づき

多くの方が理解していくことにつながる｡

代筆を行ったため、差別には当たらない。しかし、

新潟市障がい者基幹相談支援センターにおけ
る障害者差別解消法の取り組み ─新潟市障がい

職員が条例に対する理解が十分ではなかったため、
再度周知を徹底した。

のある人もない人も共に生きるまちづくり条例について─

【事例 2】全盲の視覚障がい者 E さんが、クレジット
カードの作成に係る申請書の代筆を断られた。E さ

新潟市障がい者基幹相談支援センター西 主任相談員

竹田 一光



んから、
「合理的配慮の不提供でないか ?」という訴
えがあった。
（種別：視覚、性別：男、相談者：本

（パネリスト・プロフィール）
社会福祉法人新潟しなの福祉会地域生活支援セン
ター ふらっと から出向
新潟県相談支援専門員協会

人、相談形態：電話）
【対応 2】銀行員 2 人が立ち会い、妻が代筆すること
を条件に、代筆（合理的配慮）によるクレジットカー

下越地区代表

ドの作成が認められた。

高齢者虐待対応委員会委員
権利擁護センターぱあとなあ新潟 新潟地区運営委員

3.  障害者差別解消に向けた取組について
（1）取組の概要

1.  新潟市共生まちづくり条例（略称）制定の検討に

・新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまち

至った経緯

づくり条例の制定

1990 年

ADA（障害を持つアメリカ国民法）成立

2006 年

国連

2008 年

発効

・障害者差別解消支援地域協議会の設置・相談機関・

障害者権利条約を採択

調整委員会の設置・周知実績
（2）取組の成果

平成 19 年 9 月 ･ 日本は障害者権利条約に署名・批准

・新潟市職員対応要領・事業者向け対応指針・事業

はしない⇒国内法整備へ

者向け対応指針パンフ・福祉読本

平成 25 年 6 月 ･ 日本は障害者差別解消法を制定

（3）課題及び今後の方向性（取組）

平成 26 年 2 月 ･ 日本は国連障害者権利条約を批准

・各所属が当事者意識を持って取り組む事が必要

新潟市は､ 平成 20 年 9 月議会にての条例制定の質

・障がいのある人と接する機会の少ない民間事業者
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に周知啓発する事が必要

工夫、ベッド、畳コーナー、机・椅子の工夫

・障がいや障がいのある人に対する理解を深める取

2. 教材教具、補助具について

り組みを行う事が必要

拡大・デジタル教科書、パソコン利用（テスト、
ノート記録）カメラ、書見台、スイッチ教材、

特別支援学校等における障害者差別解消法の
取組状況


新潟県立上越特別支援学校校長

VOCA、Talker､ 教材や材料を使いやすい形状に
加工等いろいろな手立てをとる

奈良岡 裕

3. 教員数、介助員、特別支援教育コーディネーター、
就労支援コーディネーター、学校看護師、スクー

（パネリスト・プロフィール）
平成 26 年４月～平成 29 年３月 新潟県立東新潟特

ルカウンセラーなど人員の配置
4. 学校生活

別支援学校校長

・個に応じた教育課程の工夫（複数の教育課程、自
○新潟県内肢体不自由教育特別支援学校、学級の状

立活動等）

況（H19 年度と H28 年度の比較）

・給食の特別食（食べやすく加工、アレルギー対応）

1.  学級数、児童生徒数等

・室温の調整

（1）肢体不自由特別支援学校の学級数及び児童生徒

・交流及び共同学習（学校間、居住地、地域）

在籍数

5. 関係する行政、医療、福祉、労働等との連携支援

小・中学部→ 減少、高等部→ 増加

体制を図る

（2）肢体不自由特別支援学級

○地域での校外学習時の配慮

小・中学校共に学級数及び児童生徒在籍数→ 増加

◇地域の施設や設備の利便性が徐々に向上

2.  進路状況

・利用可能交通機関や施設（レストラン等）が徐々

（1）肢体不自由特別支援学校

に拡大

小学部→ 自校の中学部へ、中学部→ 自校の高等

・利用サービスの拡大、人的支援、施設環境配慮、

部ヘ

食事配慮等

高等部→ 進学、就職（一般・福祉）、福祉施設・

○課題

制度等の利用

・高額な経費を必要とする場合

（2）肢体不自由特別支援学級

・スタッフの人員や教員の専門性の確保

小・中学校の卒業生→ 特別支援学校、通常中学校

・児童生徒の実態と希望する合理的配慮内容がかけ

や通常高校ヘ

離れている場合

3.  その他

・周囲の児童生徒や保護者の理解と協力

医療的ケア対象児童生徒の増加、在学中の福祉制

・行政、医療、福祉、労働等との一層の連携

度の利用者の増加
質問

○学校での合理的配慮提供の流れ

コーディネーター

丸田 秋男

学校現場の立場から行政、医療、福祉、労働等連携

1. 本人や保護者からの申し出（場合によっては職員

に向けた今後の方向性のヒントが欲しい｡

の方から相談）

回答

2. 特別支援教育コーディネーターや学部主事、管理
職による校内委員会等で検討

学校全体を統括するコーディネートの役割をする職

3. 提供内容について合意形成

員を中心に地域支援部という部署で相談支援 ･ 合理

4. 「個別の教育支援計画」等に記載

的配慮の検討等ついて携わる相談支援を年間 140 件

5. 実践・評価、調整

以上やっている｡ そういう機能等を関係機関とのや

○合理的配慮の提供について

りとりでさらに充実させていく必要がある｡ 具体的

1. 施設・設備について〈バリアフリーと個別の配慮〉

には回数を重ねながら､ 一人の子供に対しても何回

エレベーター、スロープ、廊下手すり、トイレの

も継続して携わること。
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になる。存在は大きい。諦めてはいけない。
差別事例ばかり集めると怒りに変わるが、合理
的配慮のいい事例を集めて褒められれば相手は喜
ぶ。怒りを笑いに握りこぶしを開いたら花吹雪、
そうしたら悲しみが希望に変わる。

  コメント   野沢 和弘
国が差別解消法を作ったが､ どうやって解決し
ていくかというところが弱い。
17 条に差別解消支援地域協議会を作ることが
できるという規定があるが職員さんから言わせる
とできるという規定は作らなくてもよいと言う解
釈ができる。これがないとどこに現実的に相談を
もっていってよいかわからない。それがなくても
できるのが条例法を持っている自治体で､ 事例に
ついて相談を受けて解決する仕組みがある。条例
が無くてもみんなで何とか力をあわせてやってい
こうとするのが地域協議会になる。施行２～3 年
前でモデル事業をやっているいくつかの自治体の
一つが新潟市でじっくりとプロセスを大事して作
る背景があり､ じわっとあとへの広がりを感じる。
検討会でも障害当事者が参加することは､ あまり
発言が無くて周りが存在を意識しながら進行する。
学校などで車いすの生徒が施設の障害を指摘、
改善を相談するが、その人一人のための時間 ･ 工
事費用などの問題で対処できない事例で、周りの
学生に困っていること知らしめて手助けをしても
らうことで解決。ただ一つの事例を簡単に解決す
るよりは周りの人たちで苦労しながら現実的に折
り合いをつける方がいろんな場面で応用ができ、
そのプロセスが大きな力になる。
働き方改革で労働の問題は障害者発が制度や慣
行を変えてくれることが結構ある。例えば、トラ
イアル雇用・中間就労・テレワーク（自宅にて就
労）で、障害者は今の正社員の文化からはなじめ
ない、働きにくいなど、これは一般の人でもある。
それを先行して、いろんなモデル的な就労をとっ
ているのが障害者雇用になる。障害者の中で発信
していくことが今の日本の雇用の状況を変えてい
くことになる。
障害があるために医療の道が閉ざされている現
実（胃ろうの手術で責任問題のために拒否をされ
る）で命と健康につながることは最優先に考える
ことであるが、意外に近しいと思われる医療は障
害者の事は詳しくない。知的とか発達障害の人は
一般の医療現場で、詳しく知らない為に簡単なこ
とで医療拒否をされる。地元では医療プロジェク
トを立ち上げ毎年お医者さんを集めての障害者に
ついての勉強会を開いて知らしめている。
知らない知ろうとしないだから声を張り上げる、
相手は嫌がって聞こうとしない。そうすると益々
声を張り上げ知らしめるために怒る。そして相手
は逃げる。そのために間に立ってくれる人が重要

パネリストからの一言
❖坂田 由香利
スポーツでもなんでもやりたいなと思うことを頑張っ
ていれば、いつかは目標に届くと思います。
❖坂田 真弓（母）
気づかされたことですが、障害があっても何ができ
るのか、どんな支援が必要なのかを伝えていくこと
が大事。わからないからダメ、こちらの言いたいこ
とを言い続けるのではなく、話しも聞くことで、何
が問題なのか、何ができるのかを見つけられるので
はと思いました。
❖小林 達央
就職活動で相談員を通すのですが大きな壁を感じま
した。自分の障害を理解しているのは自分であり、
それを否定的に指摘されるその壁を乗り越えるのは
難しいと思いました。
❖丸田 秋男（コーディネーター）
就労支援のプロである専門機関の方から、障害に対
する理解が不足しているので出直してくださいとい
うことで就労相談を中止させられ、働くことがどのよ
うな事か、自分の障害と向き合って考えてから来てく
ださいと言われました。間違っていないようにも思う
のですが、当事者と一緒になって社会にでるプロセス
を作ろうとしている者としてはショックでした。
❖竹田 一光
非常に悩ましい問題です。障害の方と一般の社会を
つなぐハブのような存在です。
企業側からは毎日清潔で来てくださいと求められる。
障害のサイズで仕事をしていると、そこのところより
も、その人のいいところを見出そうと、あまりにも大
きくなる。現実社会が差別や偏見があるからこそ、こ
のような条件が必要になる。バラ色のものだけで行
けるかなという現実もあり、そこに差異が生まれ、一
番知っているつなぎのハブの支援者が厳しくなりすぎ
る。企業側からすると問題がないと言われる。もう
一回足元、支援者を見直すことが必要だと思う。
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❖野沢 和弘（助言者）

障害者の交流を深めようという取り組みが始まってい

企業は障害者のいいところを見てくれている。障害

る。いろいろな地域障害者スポーツ支援組織（クラ

者を企業にあてはめようとすると失敗する。仕事の

ブ・行政・福祉など）があり、これを契機にもう少し

できない人ほど弱いものにプレッシャーをかけ、型

使いやすい参加しやすい組織化を願っています。

にはめて自分の仕事をしているフリをする。

❖竹田 一光

❖小俣 壱嵯於

条例推進会議を開いていまして、事前に差別の少な

視覚障害者で中途で失明されて、盲導犬と自主生活

い体制を作っていくかを話し合う会議で、そこの中

をされている方で、交差点で音楽やチャイムが流れる

の意見を紹介します。46 件の差別の相談があり、当

ところは無理なく渡れるのですが、ないところは盲導

事者からの相談が極めて少なく、あまりにも今まで

犬が訓練を受けているので渡れますが、その場面で

ならされている、当たり前になっている、これって

お手伝いの一声かけてくれれば喜ばれると思います。

差別なのかという感覚で捉えて、いまの状況を当然

そして盲導犬への理解がまだまだと思えることがあり

のごとく受け入れている現状が逆にあぶりだされた

ます。レストランなどで犬の同伴は入店拒否されるこ

のではないかという意見がありました。条例の普及

ともあり、経営者の許可をもらう方法をとっています。

が進むにつれて、すこしずつ障害のある人に、これ

障害のある方が積極的に街に出ようとすることの皆さ

は差別ではないかという意識が芽生えてくると思わ

んのご理解をいただければありがたいなと思います。

れます。それは確信ではなく、不安のまま相談に訪
れる人が徐々に増えてきて、それをひとつひとつ、

❖奈良岡 裕

きちんと対応していくことの信頼感で訴えることが

進路の問題でスムーズな移行に向けて学校でここま

できるようになっていく体制をつくることが重要で

で取り組んでいたことや現場実習とかの積み重ねで

はないかと思います。

労働の方に伝えて、また事業所でも即戦力ではなく

新潟市の条例は話し合いの相互理解の結果として差

少し長い目でみていただいて、企業の方で育ててい

別のない地域が増えていく形の太陽条例になります。

ただき、アフターケアーをしながら、つながりを持

この条例を使って、知らしめて、訴えかけて、問題

ちながら就労につなげていきたい。

提起して、成し得ていくのは、行政でなく当事者の

2020 年のオリンピック･パラリンピックの開催に向け

皆さんです。

て、文科省の方でも障害者スポーツの交流で地域の



（広報部

武田澄昌）

世田谷区

関東ブロック新潟大会に参加して
世田谷区肢体不自由児者父母の会 会長 三井 美和子

持ちがわからなくなるので注意が必要であるとのこ

7 月 1 日に開催された『第 54 回関東甲信越ブロッ

と。だからこそ、合理的配慮の不提供など差別的取

ク新潟大会』に参加しました。
基調講演は毎日新聞の論説委員を務められる野沢

り扱いに対しては受けた本人が意思表明し建設的な

和弘氏による “ 障害のある人もない人も暮らしやす

対話によって互いに解決方法を探っていくことが不

い地域とは ” で、障害者差別解消法、特に合理的配

可欠で、そうでなければせっかくできた法律も絵に

慮についてご自身の体験を交えながらわかりやすく

描いた餅になってしまうこと、その上で、意思の表

お話しいただきました。例えば、聴覚障害のある人

明が困難な場合には家族が補佐して行うことも可能

が会議に出席するとき本人が手話通訳者を手配して

である、と強調されました。いざ自分や我が子のこ

出席するのが当然と思っていたが野沢氏自身が聴覚

ととなると主張しづらく我慢してやり過ごしてしま

障害者の会合に呼ばれた際、健聴者である自分が手

いがちですが、ご自身も知的障害のあるお子さんを

話を理解できず会話に障害がある立場となり主催者

育ててこられた野沢氏から心強いエールをいただき、

が手配した手話通訳者に通訳してもらう「合理的配

障害のある人もない人も暮らしやすい地域にするた

慮」をしてもらったことなど、多数派は少数派の気

めに差別的取り扱いや合理的配慮の不提供に対して
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は声をあげていくのだ、と決意を新たにしました。

由香利さんのやりたいと思うことが実現するために

引き続き行われたパネルディスカッションでは、6

必要な支援を伝え、周囲との対話を重ねてこられた
お母さまの姿勢に大変感銘を受けました。

名のパネリストの方々の障害当事者、親、学校現場、
支援者のそれぞれの立場からの意見をお聴きしまし

全体を通して、メインテーマである『差別や偏見

た。障害当事者である坂田由香利さんの「スキュー

を受けることなく暮らしやすい共生社会の実現を目

バダイビングでも陸上でも、自分でやりたいと思う

指して』障害のある人が行動を起こすこと、親とし

ことを頑張っていればいつかは目標に届くと思う。
」

て、また父母の会としてそれを支援していくことの

と緊張しながら一生懸命に意見発表をされた姿と、

必要性を再認識させられた大会でした。

中野区

新潟大会に参加して
中野区肢体不自由児者父母の会 安本

誠

者またその家族が配慮してもらう内容を積極的に申

７月１日､ 今回の関東甲信越大会は新潟市内で開

し出ていくことが必要と感じました。

催されました。テーマの『差別や偏見を受けること
なく、暮らしやすい共生社会の実現をめざして』を

パネルディスカッションでは、6 人のパネリスト

目標に昨年 4 月に施行されました ｢障害者差別解消

の方々が各々の立場から、この法律を基に意見を述

法｣ を基に基調講演、パネルディスカッションが行

べていただきました。その中で、私が注目したのが、

われました。

大学を卒業し、今年社会人としてスタートした方の

基調講演では、障害者差別解消法ができる生い立

当事者のお話でした。高校卒業時の進路の選択、大

ちからはじまり、法の内容について細かく解説して

学生活中の経験、就職活動の大変さ、そして社会人

いただきました。この法律は、単に障害者の差別を

として羽ばたいたことへの抱負を語っていただきま

なくすだけの法ではなく、障害の有無にかかわらず

した。一人の障害をもった方が、社会人として一般

相互の人格、個性を尊重し合いながら共生する社会

の方と一緒に仕事していきたい思いに応援の気持ち

の実現に資することを目的にしたことでした。

と、身体を留意しながら一ヶ月でも長く働いてもら
いたい気持ちとが交差しながら頑張ってほしいと思

その上で差別的取扱いと合理的配慮義務について、
公的機関の役割、民間事業者の役割が定められたと

いました。これから仕事と生活を両立していく中で、

ころをわかりやすく説明されました。特に合理的配

家族、友人、同僚、上司に相談することが出てくる

慮義務については、民間事業者に対して努力義務に

と思います。その際、頭の隅にこの法律を置くこと

なっており、障害者からの申し出がある場合、また

で解決できることもあるのではないかと感じました。

配慮が必要と認識できる場合、そして民間事業者の

その後、大会の決議文が読まれ、第 54 回の新潟大
会が幕を閉じました。

規模の範囲の中での配慮義務になっています。この
ことは法の趣旨が感じられますが、それ以上に障害

賛助会員

関東ブロック新潟大会感想文
東肢連

賛助会員 鈴木 弘美

その中で、大変勉強、参考になった内容は以下の通

この度、平成 29 年 7 月 1 日（土）
【第 54 回 関東甲
信越肢体不自由児者父母の会連合会 新潟大会】参加

りです。

して参りました。そこで今回、ブロック大会に行く

1.  便利になっていることは、不便も作っている。
近年、パソコン、スマートフォン等の IT が普及し

ことが叶わなかった方々のために、少しでも大会の
内容を私なりにお伝えする事が出来ればと思います。

て、何でもすぐに調べることができ、カメラが無く

本ブロック大会は、毎日新聞論説委員でもある野

ても写真を撮ることができる、とても便利な社会に

沢和弘様より、
「障害のある人もない人も暮らしやす

なってきています。一方、携帯電話も使えない人は

い地域とは」という演題でご講演いただきました。

どうでしょう。公衆電話は無くなり、逆に、不便な
20

ションアプリです。

社会になっているのです。デジタルが多数派で、ア
ナログ少数派になりつつあるのです。携帯電話を

「会話が文字になる」だけでなく、多言語を翻訳し

使っている人は、公衆電話が少なくなっていること

て、議事録を作成することもできる、とても便利ツー

に気が付いていません。

ルです。
4. 差別について

「多数派が少数派の気持ちを分らなくなってしまい

野沢様曰く、
「悪意を持った差別は意外に少ない。

がちだ」という事です。

意識していない。気が付いていない差別が多い。
」だ

一方、障害者の観点で考えた場合はどうでしょう。
「障害者差別解消法」にある「意思の表明が無けれ

からこそ、
「怒りを笑いに」
「悲しみを希望に」
「建設

ば、合理的配慮の義務が生じない」という事は、少

的対話」をあきらめずに、障害者から発信し続ける

数派である障害者側から「伝えない」と周りの人は、

ことが大事である。
最後に、
「伝えるコミュニケーション」の大切さを

分らないという事になるのではないでしょうか。
2.  ｢合理的配慮事例集｣（内閣府ホームページ）

改めて考える機会になりました。

｢合理的配慮事例集｣ は、
「合理的配慮等具体例デー

「伝える」により「障害者バリアフリー」だけでな

タ集」として、障害の種別、生活の場面から具体例

く、コミュニケーションのユニバーサルデザイン化

を探すことができるようになっています。

へ近づくことができればと思います。

3.   ｢UD トーク｣（アプリ）
「UD トーク」は、多目的に使えるコミュニケー

第 50 回 全国肢体不自由児者父母の会連合会全国大会

京都大会

メインテーマ 『住み慣れた地域で、共生社会の実現！』─誰もが排除されることのない全員参加型の社会へ─

期日：平成 29 年 9 月8日（金）〜9日
（土） 会場：京都テルサ・リーガロイヤルホテル京都

1章

はじめに：調査の概要

  調査の趣旨、実施  
「京都市父母の会」が本大会に先立ち、
「これまで
の主役である『障害児者』ではなく、介護をほぼ一
手に引き受けてきた家族、特に母親に、そのスポッ
トを当てたい」と考え、昨年 8 月から 10 月にかけて
近畿ブロック（滋賀、奈良、和歌山、大阪、兵庫、
京都）の 2 府 4 県の「父母の会」に質問紙を配布（総

障害のある人の（母）親を対象にした
アンケート報告（要旨）

数 545）し回収数は 443（回収率 81.3%）である。
「親（特に母親）の思い」に焦点化した本調査の設
問は「あなた（親）自身」について答えてほしいと

※大会当日、講師の上野千鶴子先生（1 章・13 章
を担当）始め各章（2 章～12 章）を担当した
11 名の方々が各章ごとに一人ずつ登壇し報告
された。その要旨を大会で配布された冊子か
ら抜粋したのが本記事である。詳しくは冊子
をご覧いただきたい。

指定した次の 3 問である。
① ひとりの人間として、あなた自身があきらめ
てきたこと、辛かったことは何ですか
② ひとりの人間として、あなた自身がうれしかっ
たことは何ですか
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③ これからの生活において、あなた自身が望む

関連の回答を独立したカテゴリーとして分析した。

ことは何ですか

・立命調査の分析結果から、年齢と生きた時代との

尚、本調査の質問票は京都市父母の会の担当者が

関連から、以下のような世代別の特徴が明らかに

設計し、集計と分析は立命館大学先端総合学術研究

なったため、本研究でもこの世代分類を採用する。

科・上野ゼミをもとにした分析チームに委託された。

パイオニア世代（70 代以上） ～行政との交渉や
運動による制度の改革等を闘って獲得してき

  回答結果  

た世代
制度拡充期世代（60 代） ～障害のある人の教育

設問は上記の 3 問の他に、
〈回答者の性別〉
〈年齢〉
〈障害のある子の年齢〉
〈婚姻上の地位および同別居

の権利を獲得してきた世代
制度整備期世代（50 代） ～障害のある人の画期

の別〉
〈障害のある子との同居の有無〉を聞いた。
尚、これら回答者の基本的属性の集計結果は、大

的な制度の整備と障害者の権利の世代
サービス消費者世代（40 代以下） ～障害のある

会当日に配布した冊子を参照されたい。

人は福祉サービス利用者、消費者となった世代
  分析  

・本調査443名からの回答を分解して得られた計2510

本調査とは別に、上野ゼミが主体となり昨年 6 月

のデータをアフターコーディング（事後的分類法）

に予備調査を京都市父母の会に依頼した。配布数

した結果、肯定票 1101、否定票 1382、中間票 55、

212、回収数 93（回収率 44%）である。

得られたカテゴリー数は 287 であった。

設問は〈あなたの人生で、次の関係においてよかっ

・以下の 2 章から 12 章までは各章の見出しに、自分

たこと、つらかったことは何でしょうか〉という 1

（自身）
、仕事、子ども、等の 11 カテゴリーとその

問、それを以下の 11 のカテゴリーに分類して自由に

章のタイトルが付けられている。

記入してもらい、設問に従って回答が肯定的か否定
的かを分析者が判断した。どちらとも言えない回答

2章

は中間票に分類した。

 （自身）～降りられない（母）親役割、
自分
終わらない子育て～

（このカテゴリーに属する回答総数 784、肯定票 402、

①（障害のある）子どもとの関係、② それ以外の

否定票 375、中間票は省略）

子ども（いれば）との関係、③ 夫との関係、④ 自

肯定票の主な回答

分の親・親族との関係、⑤ 夫の親・親族との関係、
⑥近燐・地域との関係、⑦ 医療機関・医師等との関

「子どもを通じたくさんの出会いやつながりを喜ぶ」

係、⑧ 学校・教師との関係、⑨ 行政・ケースワー

「自分自身の世界（視野）が広がった」

カー等との関係、⑩ 制度や法律との関係、⑪ 公共

「親の学びや成長する機会が増えた」

の空間での関係

「人から支えられている」

・本調査の分析結果、予備調査（以後「立命調査」

「障害のある子の存在を喜ぶ」
「障害のある子がいるから頑張れる・我慢に慣れ、日

と呼ぶ）との驚くべき違いが発見された。質問紙

常化している」

の設計が異なることの効果は大きかったのである。

「困難を困難とも思わせない・諦めたことはない」

・立命調査は主として親と親でない者との間の「関
係」に照準したが、本調査は「あなた自身」を焦

「日々の暮らしの幸せや感謝」

点化することで、
「自分自身との関係」と呼ぶほか

「ポジティブに現状を維持していきたい」

ないカテゴリーが膨大に浮かび上がった。その中

「施設等への入所により自分の時間が持てるように
なった」

でも集中したのが「仕事」への思いである。

否定票の主な回答

・多くの回答者が「仕事を断念せざるを得なかった」

「子どもの障害が受け入れられない」

ことに否定票を寄せた。

「周りから障害の原因を自分のせいにされ、自分自身

・したがって上記の立命調査の分析カテゴリー11に、

も強い罪悪感を感じる」

「自分（自身）」を加え、中でも集中した「仕事」
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「仕事や旅行等色々なことを諦め、自分のことは後廻

仕事復帰」

しになった・何事も子ども優先」

「リハビリの送迎など常時介護が必要だった」

「諦めたと感じたのは、人生そのもの・子どもの成長

「作業所の終わる時間が早く、また夏休みなど預ける

や自立・普通の生活・次の子どもの出産」

ところがなかった」

「終わりの見えないつらい現実」

「子どもの入院で付き添いが必要となり体力がもたな

「ゆっくり休みたい・一人になりたい」

かった」

「施設に預けたことに罪悪感を感じている」

「40 歳ごろにはあきらめもついたが、働くことがで
きず社会貢献できない」

  考 察  

「周りのママ友が働きに出て取り残された気持ちにな

・質問が「あなた（親）自身のことについて記入し

りつらかった」

てください」であるのに、純粋に自分について回
答しているものが全体の 3 分の 1 であることが、い

  考 察  

かに障害のある子の（母）親としての経験が人生

・働きたければ自助努力で、という障害のある子の

の大半を占め、自分自身のことを考える機会が少

母親が働くことはまだまだ想定外の実態が見えて

なかったかを物語っている。

きた。

・肯定票と否定票が対応する様なかたちでカテゴリー

・育児休暇の制度があっても、行使しやすいか否か

が出現したことから（母）親の思いとしては、葛

は職場環境に左右される。我が国では父親の育児

藤を繰り返していることが想像できる。

休暇取得がきわめて低い。職場の環境づくりが課
題と言えよう。

・
「自分で産んだ子は自分で育てるべき」という社会
規範から逃れられず、つらい思いをしながらも

・障害のある子を持った家族では、障害のない子の

（母）親ひとりに子育て、介護の負担を背負わせる

家族以上に性別役割分担が強固に維持される傾向

ことは不可能。
「社会全体で育てていく」制度と規

がある。子どもに障害があろうとなかろうと、母

範をどう醸成していくかが課題。

親が就労することがあたりまえの育児支援の仕組み

・もっと（母）親たちの個人的な経験に耳を傾け、障

づくりが望まれる。

害のある人をどのように社会が介護していくのか、
4章

公的介護の問題として扱う姿勢が問われている。
3章

仕事～あきらめたのは仕事：障害のある


子ども～子育ての喜びも負担も、そして
親に代わる背負い手探しへ～
（回答総数 731、肯定票 350、否定票 381）

子の母親が働くことは想定外か？～

肯定票の主な回答

（回答総数 114、肯定票 14、否定票 97）

「子どもから親への喜びの贈り物・障害のある子の育て

肯定票の主な回答

がい」

「仕事を減らし子どもと向き合う時間を多くした」

「子どもが生まれてきてうれしい・子どもの人生を背負う」

「仕事は続けられなかったがそれ以上の喜びがあった」 「身体の弱い子どもが何とか生きてくれた」
「仕事継続より子どもと向き合うことが勝ったため後

「わずかずつ我が子の発達が進んでいることに、親と

悔はない」

して心から幸せに思う」

「仕事のキャリアはあきらめたがボランティア活動に

「子育ては親が与えるばかりではなく、親に様々なこ

生きがいをもった」

とを気づかせてくれる」

「仕事で気分転換・職場という居場所」

「親離れ・子離れを検討し、何とか社会を受け皿にし

「経済面の効果で気持ちに余裕」

ようと模索している」
否定票の主な回答

「人との出会いに感謝・職場の理解・親の協力」
否定票の主な回答

「健康な状態で産んであげることができなかった」

「仕事をあきらめた・働き方を変更した・時期をみて

「子どもに申し訳なく、子どもが失ったものを補うべ
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く自分がフォローしなければ」

心・障害への理解」

「社会にはあまり期待できない」

「きょうだいを産むことができた喜び・きょうだいが

「自分自身も子どもと離れたくない」

結婚できた喜び」

「親が高齢になり介護が難しくなる」

「障害のない子の成長も楽しめた」
否定票の主な回答

「自分が倒れたり、死んでからのことが気がかり」
「どのような施設の生活になるか……」

「障害のある子のきょうだいにガマンさせたこと・寂

「障害のある子が社会から受け入れられて、納得して

しい思いをさせたこと」

幸せに暮らせる環境がほしい」

「障害のある子が生まれたことにより次子を産み控え
した」

  考 察  

「学校生活でイジメなどの困難を抱える」

・今は療育に関して様々な情報が氾濫し、障害のあ

「子ども時代にレジャーや家族旅行を楽しむことが難

る子の親の焦る気持ちを煽る原因にもなっている。

しい」

子育てにおいて父親の不在の中、母親たちはたっ

「親亡き後に障害のある子がきょうだいの『お荷物』

た一人で、子どもが失っただろう可能性と向き合

になることへの懸念」

い、孤独な奮闘を重ねているようだ。
  考 察  

・個人差が大きく一般的な子育てのノウハウが通用
しない障害のある子どもと親ならではの相互関係

・きょうだいは、出生・生育から成人後・親の老後・

が育まれている。親の中には、このような相互関

親亡き後まで、障害者のきょうだいでありつづけ

係の体験を社会で共有できたらいい、と積極的に

る。
「障害のある人のきょうだい」から降りられな

捉える人もいる。

い姿が、親の視点を通じて明らかになった。この

・障害のある子だからと言って、親がすべての責任

宿命が具体的に意味するところを明らかにするに

を背負う必要はない。子どもは子ども、親は親、

は、きょうだい本人を対象とした調査が必須と考

という意識の切り離しも今後は必要と考えられる。

えられる。

・身体が動かなくなり自分が死んだ後のことを思う
6章

と、子どもの人生をいつまでも背負う訳にもいかない
と考えて、親たちは「親に代わる子どもの背負い手

 「してくれない夫」からの二次的な被
夫～
害の継続～
（回答総数 51、肯定票 16、否定票 35）

探し」を社会に向かって求め始める。だがそれは、

肯定票の主な回答

親の年代によって内容に違いが生じている。

「支えてくれる夫は私（妻）と子どもの伴走者」

・親が子どもの一生を背負うことなど本来できない

「夫に恵まれた」

のだから、頃あいのいいところで手を引くタイミ

否定票の主な回答

ングを逃してしまうことにもなりかねない。すで
にタイミングを逃してしまって、ただひたすら愛

「してくれない夫への不満」

情を注ぎ自己犠牲を払い続けている人もいるので

「一人だけの生活をエンジョイする夫」

はないか。このような状態の親が、子どもの人生

「結局、夫は向き合わない人」

から自由になるための処方箋とはいったい何であ
  考 察  

ろう。

・夫の無理解・非協力は、外部支援を許さず妻の時
5章


きょうだい～親から見た障害のある子の
きょうだいたち：やましさと期待～

間をさらに搾取したり、我が子への差別や暴力へ
と拡大して二次的な被害をもたらしていた。

（回答総数 117、肯定票 34、否定票 65）

・障害のある子の母親は、容易には母親役割から降

肯定票の主な回答

りることができない。すなわち夫の無理解・非協

「きょうだいの心の優しさ・人間性・仲のよさ・自立

力も継続するということである。
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8章

・妻が夫のことを「あきらめた」と言ってもそれは
決着ではなく、それ以降も努力しながら「あきら


医療～医療に否定的となるか肯定的とな
るかは当たった人しだい～
（回答総数 36、肯定票 9、否定票 23）

め」を継続させなければならない自分に課した負

肯定票の主な回答

荷である。

「医療の成果・医療への期待」

・消極的に聞こえる妻の「あきらめ」とは、夫への

「親切な医療・福祉職に出会えた喜び」

不満が消失したり終わった訳でもなく、夫を不在

否定票の主な回答

化し続け、意識下に置くよう自分に課したエンド

「医療の限界を知る」

レスな負荷と言える。

「医療体制の不満・不信感」

・障害のある子と妻は、それほどまでに夫（父親）

「医療者の不適切な対応」

からの影響を強く受けている。

「医療選択への自責感」
7章


親族～親族の言葉ひとつで肯定にも否定
にも～

  考 察  

（回答総数 92、肯定票 31、否定票 59）

・医療福祉関係者でも障害の理解には時間がかかる

肯定票の主な回答

ため、十分な対話を必要とし、医療現場における

「障害のある子に対する愛と理解・協力」

短時間の接点では医療者の理解が得られにくいと

「応援団になってくれた」

考えられる。医療職の障害への理解や倫理観は、

否定票の主な回答

教育と制度にも問題がある。

「自分の親や近親者の言葉や態度がつらかった」

・医療への否定的な感情が当たった人しだいで肯定

「将来の親の介護が気がかりである」

的に変わるとすれば、障害のある子の親が肯定感

「結果として自分の親やきょうだいの介護が十分でき

をもって自分と子の人生を捉え直すことができる

なかった」

と考える。

「夫の両親からの障害のある子に対する無理解や差別」
9章

「親族から『障害があるため迷惑がられた』
『こんな
子を産んで残念』などの非難」


教育～教育機関の選択に当たっての後悔
と自責～
（回答総数 56、肯定票 15、否定票 41）

「親類の公式・非公式の場に呼んでくれない、連れて

肯定票の主な回答

行けないつらさ」

「教職員への感謝」

「障害のある子と老親のダブル介護のしんどさ」

「教育の成果が得られたことへの喜び」
  考 察  

「保護者同士の連帯」
否定票の主な回答

・公的領域では、障害のある子の教育の権利や障害

「障害のある子の入園・入学時の問題（通常学校に入

のある人の制度と権利が整ってきたとしても、私

りにくい）
」

的領域では、母親にとって子どもの介護と老親や
親族の介護が重なる年齢の世代は、
「障害のある子

「教育機関の選択に当たっての後悔と自責」

どもは母親の責任、家系のせい」とされ、苦しい

「障害に対する教職員の理解不足」

思いをして忍耐を強いられ、つらい思いをしている。 「教育の成果が得られないことへのつらさ」
「学校でのいじめ等の被害体験」

・何もかも背負いこんでいる母親の思いは複雑であっ

「卒業後の進路への不安、教育制度・福祉サービスの

ても身体はひとつで、できないこともあっていい

拡充を求める声」

はずだ。母親の加齢に加え障害のある子と親族の
ダブル介護は、現実的に無理な話だが、それを言
葉に出せない母親としての引け目が透けて見えて

  考 察  

いる。

・保護者の関心は、むしろ教育の入り口と出口に集
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11 章

中している。入り口については、
「教育機関の選択
に当たっての後悔と自責」に言及する回答が多く、


行政・ケースワーカー～福祉サービスの
地域間格差は埋められるか？～
（回答総数 119、肯定票 29、否定票 90）

出口については、
「卒業後の進路への不安、教育制

肯定票の主な回答

度・福祉サービスの拡充を求める声」が圧倒的に

「施設のスタッフによるサービスに満足・職員が親切」

多かった。

「福祉施設関係者がありがたい」

・子どもを学校に通わせている保護者は、
「今受けて

「父母の会の援助で助かった」

いる教育に満足」
「だからこそ卒業後が不安」と言

否定票の主な回答

い、現在の学校教育現場への不満の回答は現役世

「よい施設がほしい・こんな施設があれば・施設が近

代で 2 例に過ぎなかった。子どもが学齢期にある

くにあれば」

間は、教育をめぐる問題が顕在化しにくいと言え

「公共施設が少ない・施設不足」

るかもしれない。

「行政の態度・職場職員の態度」
10 章


コミュニティ～
「父母の会」を含むコ
ミュニティ：世代間格差の大きいピアの

「ヘルパーへの不満」
「グループホームの必要性・ショートステイ日数の増加」

存在～

  考 察  

（回答総数 300、肯定票 178、否定票 122）
肯定票の主な回答

・調査結果から浮かび上がった特徴は、世代別より

「偏見・差別のない言葉かけや関わり」

地域間ギャップが強かったこと。地域差が大きい

「子どもを通して得られた仲間・生涯の友を得た」

理由は「父母の会」と行政との関係性が地域によっ

「近隣から助けられて安心できる地域」

てそれぞれ歴史的に異なっていることが考えられる。

「関わりを通して人間的に成長した」

・回答には、担当者への不満よりも現状の施設への

「人とのつながりは財産」

不満の声や行政に対する否定票が多い事から、制

「子育ては孤独ではなかった」

度と行政の見直しは喫緊の課題であろう。

「安心して暮らせる社会の実現への活動に意欲」

・加えて、福祉サービスの地域間ギャップをどのよ

否定票の主な回答

うに埋めていくかだけでなく、障害のある子をもっ

「理解してもらえないつらさ」

たシングルマザーに対する支援も必要だろう。

「冷たい視線・傷つく言動によるつらさ」
「友人・近隣と疎遠になる・孤立がつらい」

12 章

「信頼して子どもを預けられない」

制度・法律～親亡き後の福祉の充実を～
（回答総数 110、肯定票 2、否定票 90）

「父母の会への失望」

肯定票の主な回答
  考 察  

「制度の拡充によって家族が幸せになれた」

・
「子どもを通して多くの仲間ができたこと」
「つな

「子どもが入所している施設には、医師や看護師が存
在しており、安心している」

がりは財産」という言葉から「仲間」の存在の大

否定票の主な回答

きさがうかがえ、このような関係が「誰もが安心
して暮らせる社会の実現への活動」への原動力と

「親亡き後に残される子どもの生活への不安」

なっていると思われる。

「短期入所や居場所の確保が困難である」
「福祉サービスを担う介護スタッフの人材不足」

・一方で、
「孤独のつらさ」を訴える回答もあり、地
域の中で孤立しないようにどう支援していくのか

「介護スタッフの負担の重さや待遇の悪さの改善」

等の検討の必要性が課題として明確となった。

「介護スタッフの利用者に対する対応の悪さに対する
不満」

・
「父母の会」への否定的な意見が少数あるが、今後
の活動への貴重な示唆といえる。
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  考 察  

ア世代とサービス消費者世代の間のギャップは埋

・パイオニア世代と制度拡充期世代、制度整備期世

められるか？

代の一部は、法律や制度に自ら積極的に働きかけ

・教育制度をめぐり、パイオニア、制度拡充期、制

てきた人生経験とともに現状を肯定し、
「法律や制

度整備期の各世代は「教育免除」という名の教育か

度は時代とともによくなった」という意見が多く

らの排除に対して、また「統合教育」をめざして闘っ

見られる。

てきた世代。

・一方、サービス消費者世代で現状に満足している

サービス消費者世代は特別支援教育という名の分

人は、著しく少なかった。

離教育を「自発的」に選択する傾向がある。結果

・制度は前進しているが、まだまだ足りないのが現

として、障害のある子のインクルージョンとノー

状。障害のある子へのケアを母親に丸投げした現

マライゼーションが阻害されるディレンマがある。

状を改善し、
「一生親から降りられない」のではな

・周産期医療の高度化で重度の障害を負ったまま生

く、時々休息できる親に対するサポート体制が望

まれ育つ子が増え、その子らの母親は増加してい

まれる。

る。療育ニーズは高まっているのに、まだまだ個
別ニーズに合ったサービスの多様化ときめ細かさ

13 章

が不足している。

結論～「父母の会」に未来はあるか？～

・
「父母の会」の世代間ギャップは、会員の後継者問

・
「この子を産んだのは母親の責任」と言われ、逃れ

題に直接つながる。サービス消費者世代にとって、

られない。自責の念もあって「しんどい」とさえ

制度はすでに存在しており、サービス利用にため

言えない。自分の人生を生きられない。

らいがない。その世代がサービス利用者から提供

・そこで「あきらめ」がキーワードになる。あきらめ

者に変わることができるかが課題。

たものは仕事、旅行、趣味や稽古事等、限りない。

・
「父母の会」に若い世代が入ってこないのは、旧世

・立命調査には「労働」
「職場」に関する調査項目が

代の「活動専業主婦」のような運動する余裕が若

なく、それ自体が障害のある子の母親は職業と両

い世代になくなってきたり、団結して声を上げな

立できないという偏見を反映していた。

いとサービスが手に入らなかったが、団結しなく

・就労（正規雇用）継続事例は例外的少数だが、どん

てもサービスが得られるようになったため、集団

な条件がそれを可能にしたのか事例研究を行うこ

で闘うより、ニーズの個別化に応じて行政との個

とも必要。

別交渉へと変化した。

・自分の老後の負担と不安のみならず、親亡き後の

・このような状況で「父母の会」に参加するメリッ

子どもの将来が不安という、親の死後にまで責任を

トは何だろうか？役割が終わればなくなってもよ

迫られる。

いのか？

・否定的な思い（
「しんどい」
「この子がいなければ」

・
「父母の会」の役割は運動体から自助グループへと

等）を言わずに、また言えずに封印して言語化し

変化した。
「出会い」
「仲間」
「つながり」がキーワー

てこなかった。だが、言語化してみて「私だけじゃ

ド、参加した人たちはピアに助けられている面も

なかった」と気が付くことの大切さもある。

ある。

・障害のある子の親のローモデル（お手本となる生

・
「父母の会」が安心につながっていない孤立感の強

き方のモデル）はがんばりやスーパーウーマン。

い人もいる。また、
「父母の会」に入っていない人

さもなければ、あきらめを受容した人。がんばら

の中には、孤立するためかえって多くのサービス

なくてもいい、あきらめきれない、という脱力系

を必要としその結果クレーマー化する親もいる、

ローモデルがほしい。

という悪循環があるのだろう。反面、福祉サービ

・1 章で触れた 4 つの世代分類（パイオニア世代、制

スのおかげで、孤立しても生きていけるようになっ

度拡充期世代、制度整備期世代、サービス消費者

たとも言える。

世代）であきらかになった世代間、特にパイオニ

・
「父母の会」の活動メンバーの多くは「母親」。だ
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からこそ京都大会ではジェンダーにこだわって「母

いで、他人に伝わる言葉で根拠を示し筋道をたてて

親の経験」を調査の対象とした。これは次世代に

人に伝わる言葉にしていく、そういう伝達可能な知

向けての「父母の会」の大きなアクションとも言

能・共有財が実は学問というもので、日本には実は

える。

障害学というものが既に生まれている。

・本調査で明らかになったのは、障害のない子の親
と変わらない障害のある子の親のホンネである。

◆母性とは

母性神話の強さや父の不在、親族の支援や非協力、
仕事との両立の難しさやシングルマザーの問題等

よいケアって何か？ と定義すると複数の関与者の

は、障害のない子の親も抱えており、障害のある

片方だけが気持ちいいケアなんてあってはならない

子の親の場合には、これらの問題が増幅して極端

と考えられる。ケアする方も、される方もどちらに

なかたちで表れていると考えられる。

とってもよいケア、簡単な言い方にするとハッピー

・親には親の願いがある。それは障害のない子の親

な介護者でなければハッピーな介護はできない。一

がいつかは「親業」を「卒業」するように、障害

昔前は、お母さんが育児の愚痴をこぼすと「いま子

のある子の母親もいつかは「卒業」したいという

どもを育てる一時なこと」…と「自分のことは後回

希望であろう。

しにして子どもを第一に考えなさい。
」と言われて自
分は二の次、三の次にするのが母性と言われていた。

・母親を「ひとりの人間に返す」
、そのために何が必
要か、夫は、家族は、行政は、地域は、コミュニ

そうやって自分を抑圧し我慢しているアンハッピー

ティは、制度は、社会は、どう変わらなければな

な不幸せなお母さんがハッピーな子育てできるわけ

らないか……本調査の設問「ひとりの人間として」

がない…と考えればよく分かっていただけるかと思

のこだわりがもたらした課題が、分析結果から発

う。
ケアを必要とする人のことを依存状態という。一

見されたと言えるだろう。


（広報部

次的依存と二次的依存に分けた学者がいて一次的依

島田泰介）

存を持った人はケア無しには生きていけない人。女
は女であるというだけでは依存的な存在では全くな

基調講演（要旨）

く、一次的依存の存在を抱え込むことによって自ら
が依存的な存在になる『これを二次的依存という』

テーマ：
「障害のある人の母親という経験」
講

だとしたらケアをする人もやっぱり当事者じゃない

師：東 京 大 学 名 誉 教 授、 認 定 NPO 法 人ウィメンズ

か。なぜか？というと女はケアする性と思われてき

 上野 千鶴子 氏

た。母性というのは、自分のことは二の次、三の次

アクションネットワーク理事長

にして夫や子どもを最優先する自己犠牲する性だと
思われてきた。女らしさって女子力というが控えめ

◆当事者研究とは

とか素直とか従順とか全部従属者の特性である。

当事者っていったい誰か？ というと『問題を抱え
た人』その中でも特に『問題から立ち去ることがで

◆女性学は女の当事者研究

きない人』という意味に限定して使います。

最近ケアをする人たちが自分たちって何？ 人のお

当事者研究というのは「私の専門家は私、医者で
も親でもない。私のことは私が一番よく知っている、

世話をしたい！ 支援のプロになる私たちっていった

だから私に聞いてよ。でも、一人では考えられない

い何者なの？ という当事者研究がはじまった。ケア

から仲間と一緒にやろうよね」という学問が生まれ

をするプロの前にケアをタダ働きでしてきた女たち

てきた。ところで研究とは何か？ と考えるととても

がいた。それを女たちが自分自身の経験を当事者研

簡単で、かけがえのない自分の経験を仲間と支え合っ

究しようと始まったのが今から考えれば女性学って

て、ただし、キレたり泣いたり立ちすくんだりしな

女の当事者研究だった。女性学を日本に持ち込まれ
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た井上輝子さんが「女の、女による、女のための学

は健常児であろうが障害児であろうが悩みはあまり

問研究」とおっしゃった…そうかそう考えれば、今

大きく変わらない。障害児の母の経験と健常児の母

回の父母の会の調査こそが父母の会の担い手である

の経験というのは、程度は違うけど内容が違うわけ

当事者、つまり皆さん方自身、障害を持つ人の母親

ではないこともわかった。

である女の当事者研究だといえるのではないか？ そ
れを私たちが分析をお引き受けしたことになる。こ

◆家族・親族との関係について

の研究は実は思いのほかやられてこなかった。なぜ
か？ 女が自分で産んだ子どもの世話をするのが、そ

同志としての夫は協力者なのかどうなのか。先ほ

の子が障害児であろうがなかろうが当然だ！という

どの報告の中で一番反応がビンビン伝わってきたの

風に運命視されてきた。

が夫のことでした。夫は同志かストレスかというと
大半の夫は妻や子どもへの無関心・不干渉、現実逃
避で家にいない、だから最初から期待しない ! 諦め

◆アンケート調査結果について

た ! ということですが、実は『父がそこにいないとい

私たちは実は大失敗をした。今回、父母の会の調

うことはゼロじゃなくてマイナスだ、父の不在とい

査に先立って、あの調査票があんまりアバウトだっ

うものそのこと自体が一つの暴力だ ! その暴力を女性

たので唖然としたあまり予備調査を一旦した。ちゃ

が受忍している』ということが今回の調査で浮かび

んとカテゴリーにあらかじめ分けて分析しやすいよ

上がってきた。

うにこれだけの調査表を出して予備調査やった結果

妻方親族と夫方親族では非常に違う。妻方親族は

と、今回の父母の会の調査の結果とが驚くべき違い

娘可愛さで支援する、夫方親族は孫可愛さで支援す

があった。それは何かというと、このデータ数 2,510

る。妻方親族からは物心両面の支援をうけながら、

の中で『自分について』聞かれた回答が一番多く、

夫方親族とは距離をおく、これも普通のカップルの

そして何をあきらめたか失ったリストについてたく

親族関係とそんなに変わらない。

さんの意見が出た。その中でも仕事のことがものす

普通の家族と変わらないこと、障害のある子ども

ごく多く浮かび上がってきた。実は立命の予備調査

を持ったことで固有に経験することの共通性と違い

には仕事という項目を入れなかった。それは私ども

は、子どもが普通の子どものように成長していかな

の中に既に予断と偏見、障害児のお世話をしている

いことを受け入れられるかどうか、その時に自分自

お母さんたちは働いている余裕なんか無い、無業の

身が受け入れられるかだけでなく、社会から様々な

女の人たちであろうという予断と偏見があって質問

排除や差別を受けるということがある。しかも夫や

しなかった、質問しなかったことに回答者は答えな

親族という自分にとって最も身近な他者が、崖っプ

いということがハッキリわかった。しかも今仕事を

チに立っている母親を崖から突き落とすようなこと

していない人たちでさえ、諦めたのは仕事であると

を言う…など様々な調査からわかっている。

いうことに対して非常に深い喪失感を持っていると
いうことがわかった…だとしたら本当はちゃんと聞

◆障害児の教育について

くべきことがあった。

パイオニア世代のころ『就学免除』という名前の

①生まれる前には何をしていましたか？
②子どもが生まれたことで仕事を変わりましたか？

教育からの排除があった。これを闘って『どんな子

③仕事に復帰しましたか？

どもにも教育の権利があるはずだ ! 』と就学を求め

④現在はどうですか？

て闘ってきた方たちがいる。そのあと『手厚い配慮』

こういうことをちゃんと聞かないといけなかった。

という名前で特別支援学校や学級が登場したが、普

この 20～30 年の間、女性の歴史的な変化というもの

通学級に入れるか特別支援学校に入れるかという心

があって働くことが当たり前になってきたからだ。

の中で親は迷う。手厚い配慮があると言われれば

そういう意味では育児と仕事の両立の困難というの

そっちの方がいいんだろうかと判断する方たちもい
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るだろうが、でも本当にそれでよかったのかという

父母の会は、かつて闘う交渉団体だったかもしれな

のは実はこのような手厚い配慮の名において結果と

いが今ではお互いに支え合い、本音を言いあう自助

して障害児の隔離と排除というものが現実になって

グループとしての役割が強くなってきたかもしれな

しまい統合教育やインクルージョンで掲げられた理

い。相変わらず制度と法律には不満だらけ福祉サー

想がいつのまにか消えてしまっている可能性がある

ビスはまだまだ足りないということに加えて、いま

からだ。

父母の会の皆さん方が経験している中でご自身が高

先ほど文科省の担当者の方から『医療的な対応が

齢化しつつある困難だ。子どもの世話が昔に比べて

必要な子どもさんに対して親が通学と学校にいる間

自分の体力の衰えにともなってますますつらくなっ

の付き添いを教育委員会が要請するケースがある』

てきた。今度は親が要介護や看取りをむかえるのに

と言っておられた。常設の看護師がいる場合であっ

親の介護を十分やってあげられないという自責感。

て、さらに教育委員会からの要請があると淡々と報

夫が目の前で要介護になっていく、その夫の介護が

告なされたが、そういう時に各地の教育委員会をちゃ

負担になっていく。いよいよ自分の老後を考えなけ

んと行政指導なさるのが文科省のお役目かと思う。

ればならないのに障害を持った子どもには自分の老

それから先は付き添いを要求されるというのは母が

後を頼ることが出来ないという不安。それ以上に自

完全に無業であるということを前提にしているので、

分が死んだ後にこの子は…ということがお母さんた

母が働いているワーキングマザーであるということ

ちの頭の中に非常に大きくしめている。今回の調査

を前提にした施策も考えていただく必要があるかと

で浮かび上がってきたのは障害のあるお子さんを産

思う。

む前はどなたも普通の女だったわけで、障害を持つ

福祉施策の整備に伴って以下の４つの世代区分が

人を産んだからといって突然、聖人聖女に変貌する

あるというふうに申し上げたが、その中で医療も福

わけではない。仕事をしたい、遊びたい、夫や子ど

祉も介護も変わってきたが今でも医療行政・福祉行

もも大事だけど自分も大事にしたいということが、

政・介護行政の縦割りと分断というのはなかなか無

この調査の質問であなた自身についてと聞いたこと

くなっていない。

によってこれだけ浮かび上がってきた。

制度が同じでも運用に温度差がある。それは、そ
の場に立つお役人や行政の担当者の力量や資質にも

◆母性愛とは

よるだろう。でもその中で皆さん方のような交渉団

安積遊歩（あさか・ゆうほ）さんがお書きになっ

体が行政とどういう交渉を積み重ねてきて何を獲得
して来られたかという、その実績と歴史というもの

た『障害のある私たちの

地域で出産、地域で子育

はちゃんと関係している ! ということが浮かび上がっ

て』という本で、ご本人が先天性骨形成不全症…骨

てきた。そういう意味では父母の会の功績は大変に

がボキボキ折れるから身長は伸びず小さい。遺伝性

大きいというふうに申し上げることができる。そう

なので子どもを産んだらその子どもも 100％同じ障

やって得られた父母の会のつながり・連帯は障害を

害を持って生まれることがわかっていたのに子ども

持つ子どもがいたからこそ出来た関係、それは助け

を産むことを決断した人。
「私は生まれてきてよかっ

合わなければ一人で生きていけない弱さでつながる

たと思えたから、私が生む子もきっとそう思ってく

関係、そういうものを得たことは自分にとって人生

れると思って産んだ」という自己肯定感を彼女は自

の恵みであったという風におっしゃる方たちもいらっ

分で獲得していった。彼女のお嬢さんが乳児の時に
「母と子どもは密室で 3 時間以上いると母は子どもに

しゃるがどうも高齢者に偏っている。

対して凶器になる。
」それは障害を持った親や子ども
であろうがなかろうが密室育児は母と子どもを追い

◆障害のある人の母親の様々な困難

詰めるもの。彼女の処方箋は簡単なもので「3 時間

サービス消費者世代はサービスを利用する権利意

以上２人っきりでいない、必ず誰かを入れる。
」全て

識はお持ちだがお互いの連帯を求めない傾向がある。

の子育てがこうなればいいが…実践してきた方が今
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こういう本をお書きになっている。その中で彼女た

集者 熊谷 晋一郎（くまがや しんいちろう）くんで

ちが闘ってきたのは母性神話というものだった。産

す。脳性麻痺の全身性障害者で東京大学医学部が迎

んだ子どもの責任は産んだ母親にある。しかもこん

え入れた初の車いす学生。彼が学生時代からお付き

な病弱な子どもに産んでしまった私に責任があると

合いがあるんですが、彼が最近の著書で「自立とは

いうふうに何もかも背負ってきた母親たちこれが母

依存先の分散である。依存がないということではな

性愛というもの。私たちがやってきた女性学は『母

い。大きな大黒柱が無くても細い筋交いがいっぱい

性愛は歴史の産物である。
』その都度その都度、都合

あればいい」それまでは彼はお母さんに世話しても

よく使いまわされる。戦争中は自分が一番大事なも

らって生きてきた。お母さんに至っては、僕は生き

のをお国に捧げるのは母性愛だといわれ、戦後は平

ていけないと思い、お母さんは私がいなければこの

和のために戦争に反対するのが母性愛だといわれな

子はどうなるんだろうと…こういう母子密着の息の

がら、実態は密室の中のワンオペ育児と女性に強要

詰まる状態から彼は進学し下宿生活を選んだ。彼は

されているが、とても浅くて密室の中で母だけが子

食事介助もトイレ介助も必要な全身性障害者ですが、

どもを育てなければならないという歴史は、これは

いろんなヘルパーやボランティアを使って一人暮ら

最近のもので子どもたちは駈けずりまわりながら共

しをして今はパートナーもいる。

同体が育てたものだというふうに言われたものだ。

依存の需要と供給というものがある。一方で需要

このような研究をする中で女性学がようやく母親た

の独占（私なしでは生きていけない）もう一方で供

ちの本音を引き出すようになってきた。これまで女

給の独占（あなたは私だけの為にいる）この状態を

らしくない母親らしくない言動をしたらそれだけで

共依存という。これから抜け出そうとして需要の独

バッシングがきたが、最近は娘が母を愛せない。母

占を蹴とばした！ これが障害者運動だった。供給の

を憎い。子どもを好きになれない。ついつい子ども

独占を拒否するのは父母の会の皆さん方がやってこ

に手をあげてしまう。口に出してもよくなった。臭

られたことだと思う。

いものに蓋をするかわりにネガティブな感情を表出

大きな大黒柱がなくても小さな筋交いがたくさん

することでそれと向き合っていくことが出来るよう

あれば、そのうちの何本かが無くなってもかまわな

になってきた。

い。誰か一人に深く依存していると思わずにすむ状

障害のある人の母とそうでない子の母とでは何が

態を自立という。こういうことが当事者研究の中か

違うのか、母業というのは本来、期間限定のもの、

ら経験値として生まれる。需要と供給をできるだけ

母に限らず親業というのは卒業があるはずで卒業し

分散してケアする側もケアされる側も自立を果たす、

ない親は子どもに対するストーカーみたいなもの、

これができればいいと彼の提案だ。

だけどもいつまでも育たない障害児の母には卒業が
無い、じゃあ子育てのゴールはいったい何？母業の

まとめ

卒業は何だろうといったら、ある日、子どもから「今
まで育ててくれてありがとう、もう明日からあなた

障害児の母を一人の人間として問うたのは今回の

はいらない !」と言ってもらうこと。それを障害のあ

父母の会の調査だった。一人の人間にかえすには

る人の母親は一生言ってもらうことができないとい

いったいどうすればいいのか、どんな人だって私だっ

うことになるのだろうか。

て普通の女、私だって働きたい・遊びたい、もう諦
めた、口に出すこともできない、言ったらバッシン
グされる、そういう中で生きてこられたと思う。私

◆障害者の自立、母業の卒業

が皆さん方の経験というのがこれからの日本に絶対

私がいなくてもこの子はちゃんと生きていけると

に必要だと思っている。なぜかというとこれからの

思えること、その状態に達したら母業は卒業できる

日本は超高齢社会だ。人口は泣いてもわめいても

というふうに思えないだろうか。今日、皆さんに是

減っていく。私はこれを下り坂の社会、みんながゆっ

非ともご紹介したいのは、みんなの当事者研究の編

くりダラダラと終わらない下り坂をいつまでも降り
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ていく社会。最近私は『齢（よわい）を重ねる』と

質疑応答

いうのを『弱いを重ねる』と言い換えている。誰も
Q

がいつかは中途障害者になる。昨日できたことが今

私は父親なので今回は母親に対するアンケー

日できなくなり、今日できたことが明日できなくな

トは書かなかったが、父親として責任感を持ってやっ

る。それは身体の不自由もあるし頭の不自由もある

ています。私は仕事を辞めて 15 年になりますけど毎

し心の不自由もある。それの一部、または全部の集

日の介護や送り迎え・病院の付き添いなどその他書

合。みんな中途障害者になっていく、そういう時代

類の申請など全てやっています。それぞれの家庭環

だと思う。ケアする人もいつかは必ずケアされる人

境によって立場が違うと思います。本人をどうこれ

になっていく。介護保険に要介護度 5 の判定基準は

から育てていくか？ 親の責任として将来をどう考え

自分で排便ができず自力寝返りがうてない状態のこ

るかによって進路や毎日の生活を考えないといけな

と、これは新生児と全く同じこと。新生児は要育児

い。どんなに重い障害があっても一人の人間である

度 5 としたら、みんな要育児度 5 から生まれて要介

ことをそれぞれの親が自覚しないといけないと思い

護度 5 になって死んでいくわけだ。

ます。毎日、子どものために何ができるかいろいろ

人は依存的な存在として生まれ依存的な存在とし

考えています。本人がどう望むかをまず一番に考え

て死んでいく。どんな強者もいつかは必ず弱者にな

てやりますし、親の責任として男（父親）であろう

る。誰かに助けてもらわなければ生きていけない。

と女（母親）であろうとそれは関係ないと思ってい

だとしたら助けて ! と言える自分、そして助けてくれ

ます。父親の中には十分責任を持ってやっているこ

る他人というものが存在するということが必要にな

とを言いたかったので発言させていただきました。

る。その知恵を培ってきた方たちがおられる。それ
A

が障害者といわれる人たち社会的弱者と言われる人

ありがとうございます。言いたいお気持ちはよ

たちだ。いろんなスキルはあるがピアカウンセリン

くわかります。実際、チャンと報告で示していると

グとかソーシャルスキルトレーニングとか、いろい

おり同志としてパートナーとしている夫を恵みと感

ろやりながら、それぞれ支えあえる場を作ってもら

じている妻もいるとデーターに出ています。もう一

えた。
「助けて」
「困った」と言えるスキル、
「じゃあ

つ、そういう夫は少数派だということ、今日ここに

何に困っているの」ということから始まるその弱さ

お見えのお父さんたちは、おそらくその少数派に属

の情報公開。知恵というのは弱者の方に多く、男性

しているレアな方々たち、いらっしゃらないお父さ

より女性の方がはるかにこのような立場になる。男

んたちがたくさんいらっしゃるんだと思います。残

性が老いを受容しにくい、かつて強者であった人が

念ながら子育てや手間のかかる障害のある子育てか

弱者になることを受け入れにくい、受け入れること

ら逃げ出す男親が多いことは否定できません。本人

が出来ないことにあると思う。

の幸せのために、どうか男の子の育て方を是非とも

私たちは女として経験してきたこと弱者の傍らに

注意してください。男の子がチャンと自分の私生活

いるという経験と知恵というものを社会が分かち合

や身の回りや子育てや介護というものにキチンと関

う、その必要がある。日本全体の課題になっている

わる、それが人間にとってどんなに貴重なことかと

超高齢社会だと思っている。高齢化していく社会だ

いうことをちゃんと教えるということを親として責

とすると障害者のある人の母である皆さん方の経験

任を果たしてやっていただきたいと思います。

とが出会えばどんなに力になるだろうか。そのため
Q

の大きな財産になったのが今回の父母の会の皆さん

楽しいお話をいろいろ聞けてありがとうござ

方のアンケートだったと思います。本当に大きな学

います。私は 60 歳で最近、父母の会の若い会員さん

びをさせていただきました。こんな機会を与えてい

の中でサービス消費者の世代の方たちと、どのよう

ただいて心から感謝いたします。ありがとうござい

に私たちとうまくやっていくことができるのか？と

ました。

いうことが、たぶんあちこちの地域でも同じような



（広報部

鈴木

悩みを抱えてらっしゃるのでは？と思うのですが、

真理子）
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何かその辺でアドバイスがあれば教えていただきた

親が出来ることはチーム A（子どもをサポート支援

いのですが…。

する）を作ることと今日再確認しました。ありがと
うございました。

A

父母の会の世代交代が課題だということは調
A

査から浮かび上がってきました。その課題をどう解決
するかは私の責任ではなく父母の会の責任になります。

今日のお話の一番のポイントをバッ！とつかん

でくださって今日はＫさんのことをご紹介して本当

いま父母の会に限らず、いろんな社会運動の中で

に良かったです。これからの可能性を感じます。

先頭をかけて走ってきた世代が高齢化しています。
父母の会の方たちはこの課題にどのように立ち向か
われるのか？ みんなで考えましょう。面倒なことは
楽しい！ それを父母の会の皆さんは実感で味わって
いるはずですよね？そちらを味わった方は次の世代
にそれをどうぞ伝えてほしいと思います。
Q

先生の講演を聞いておりまして母としてすご

く心地よかったです。ありがとうございます。私た
ち障害の子を持って今までも何回も壁にぶち当たっ
て落ち込むことが多かったです。そして、これから
も何回も何回も壁に当たることがあると思います。
その壁に当たった時に前向きになれるような言葉や
思いの持ち方を先生の中で持っているものがあれば
是非この機会に教えてください。
A

楽しかったと言っていただいて嬉しかったです

前夜祭にて

が心地よかったと言われて、とっても嬉しいです。
落ち込んだり、くやしがったり、悲しかったりする
…そこから立ち直る言葉というのは他人から貰う言

司会より最後に一言…アンケート、上野先生の

葉ではありません。それは同じ経験をもった仲間た

ご講演、皆様いかがだったでしょうか。上野先

ちの間で、同じように自分の経験を話し合って「あー

生から様々なメッセージをいただきました。長

私だけじゃなかったんだー。あなたもそうだったん

く心にひっかかっていたこと、閉じ込めてきた

だー」という共感が初めて自分たちの力になってい

思いに、上野先生の言葉に出会えて「あーそう

きます。だからこそ父母の会がとても存在する大き

だったのか」と心の中が整理されていくのを感

な理由があるんだと思います。力はあなたと同じ立

じました。誰かに背中を押してもらえたようで、

場にいる仲間があなたに与えてくれます。
Q

うつむき加減な姿勢が今日少し前向きになれた
元気になれたそんな気がいたします。今日が明

先生から今回、私たちに言いたいことを言っ

日になっても親のおかれている状況がそう大き

ていい！ と言っていただけたことは心丈夫でした。

く変化することはありませんが一人の人間とし

とてもうれしく思っています。先生から紹介いただ

て人生をもう少し楽しみながらもう少し豊かに

きました K さんの自立ということは依存を分散させ

生きていきたいと今日感じました。今日は本当

ること！ とお聞きしたのは、うちの子は重度です

に上野先生ありがとうございました。

が、この子をなんとか一人で生きさせようと思うの



ではなくて頼れる人を増やすことだなぁと思って、
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（広報部

鈴木 真理子）

新宿区

全国大会に参加して想うこと
新宿区肢体不自由児者父母の会 副会長 島崎

全国肢体不自由児者父母の会連合会全国大会が、

美枝子

に切り込んだお話しでした。ひとりの人間として、

九月八日から九日にかけて、京都市で行われました。

精神的に解き放たれたような空気の中で、貴重な時

一日目の情報交換会では、日本が誇る京都の文化

間を体感する事が出来ました。

（祇園囃子の演奏や舞妓、芸妓の演舞）を堪能しなが

また、アンケート報告の中で特に興味深かったの

ら、偶然にも今度グループホーム見学を予定してい

は、父母の会に関しての調査結果です。世代間の特

る小平市の方たちと同じテーブルとなり、更に新し

徴として、交渉や運動で闘って獲得してきた七十代

いグループホームの情報までも収集することが出来

以上の「パイオニア世代」
、教育の権利を獲得してき

ました。

た六十代の「制度拡充期世代」
、画期的な制度の整備

二日目の五十回記念となる本大会は、
「障害児者」

と権利の五十代の「制度整備期世代」
、障害のある人

ではなくずっと介護を当然視され担ってきた「母親」
、

は福祉サービス利用者・消費者となった四十代以下

つまり私たちに初めてスポットが当てられました。

の「サービス消費者世代」に分析されました。

「ひとりの人間として、あなた自身について」問いか

「父母の会に未来はあるのか」という問いかけに言

けられた近畿 2 府 4 県の父母の会会員を対象に行わ

葉を失いかけましたが、これだけ世代間の違いがあ

れたアンケート調査の分析を委託された立命館大学

るのですから、何かにつけ意見が違って当たり前で

先端総合学術研究科・上野ゼミを中心とした分析

す。その違いこそお互い認め合い、その違いこそ上

チームによる報告、そして東大名誉教授でもある上

手く利用できないのでしょうか？

野ゼミの上野千鶴子先生による「障害のある人の母

来の為に、たとえぶつかり合っても、新しいアイデ

親という経験」をテーマに基調講演が行われました。

アは期待できないのでしょうか？

講演は、これまで前向きに生きて来たものの、そ

我が子の近い将
障害のある人の

母親として、ひとりの人間として、もはや共感した

の一方でたくさんの事を諦め、諦めた事すら忘れ、

り学び合う事はできないのでしょうか？

子どもや家族を優先して来た母親たちの、深い本音

えさせられた大会となりました。

改めて考

中央区

京都大会に参加して
中央区肢体不自由児者父母の会 濱川

浩子

9 月 8 日～9 日、京都にて全国大会が開催されまし

めた、自分のことは後回しになった」との否定票回

た。今回の基調講演は、母親に焦点をあてての内容

答がある一方、対照的に、肯定票回答では、出来な

でした。

いことに目を向けるのではなく、障害のある子の「在

「障害のある人の（母）親を対象としたアンケー

る」ことの存在そのものに肯定感を見出しているも

ト」報告の後、認定 NPO 法人ウィメンズアクション

のでした。誰にでも、否定、肯定、両方の思いがあ

ネットワーク理事長、東京大学名誉教授でもある、

ると思います。それでも、現実的に変えられないの

上野千鶴子氏による「障害のある人の母親という経

なら、ポジティブに生きて行く方が幸せなのではな

験」と題した基調講演がありました。

いでしょうか？

我が子より自分が先に居なくなる

障害のある子を持ち、得たもの（事）
、無くしたも

のなら、親亡き後に、いかに我が子が幸せに生きて

の（事）への母親の様々な思いや葛藤を、母親の 1

いけるかを考え、どんな環境の中でも生きていける

人として、改めて考える良い機会でした。アンケー

子に育ってほしいと思い、色々な人の力を借り、色々

トの結果、障害のある子を持って「色々なことを諦

な場所に連れ出してもらい、今では逞しく順応性の
34

高い子に育ちました。皆、この子が居たからこそ出

ことだけを伝えていけば良いのではないかと思える

会えた方たちです。私もその方たちから、たくさん

ようになりました。

のエネルギーをもらっています。

私自身、これまでポジティブにやってこられたこ

又、アンケートの中にあった「してくれない夫」

とは、我が家に関わる全ての人のお陰だと感謝して

からの 2 次的障害というデータがありましたが、幸

います。

いにも、主人は仕事で忙しい中、家に居るときは、

どんな人にも生きる権利、幸せになる権利があり

私が何もしなくて良いほど協力してくれています。

ます。私たちには、それを守る義務があります。そ

ただ、親亡き後、姉妹に負担がかかることだけが申

れなら、皆が幸せになるために、どう生きていくべ

し訳なく思いますが、それも姉妹たちなりに先のこ

きかを考え、happy な人生が送れるように、本当に

とを考えているようなので、伝えなければならない

幸せだったと思えるように過ごしていきたいと思います。

三鷹市

第 50 回大会に参加して
三鷹市心身障害児者親の会 副会長 松﨑 伸一
（NPO 法人三鷹はなの会 理事長・社会福祉法人はなゆめ 常務理事）

今回はじめて全国肢体不自由児者父母の会連合会

社会福祉法人となっています。重度心身障害の皆さ

の全国大会に参加させていただきました。第 50 回の

んも利用する生活介護も行っていますが、医療ケア

記念大会ということで、ここまでの長い運動の歴史

も含め、小さな法人では乗りきれないものもあり、

を持つ全肢連会員の皆様に感謝と敬意を表したいと

悪戦苦闘しています。何よりも人材不足で、事業を

思います。

広げたくても職員のなり手がありません。現行の障

障害者自立支援法施行から 10 年を経て、障害福祉

害福祉サービス事業のあり方について、全肢連から

を取り巻く環境は大きく変化しました。法律も制度

の発信を期待しています。

も良くなったはずなのですが、さて、障害を持つ皆

上野千鶴子先生による大会講演、
「障害のある人の

さんにとって本当によくなっているのか、生活しや

母親という経験」については、とても興味深く感銘

すくなっているのか考えざるをえません。本人と親

を受けるものでした。障害児者支援の最前線にいる

の生活にはいよいよ高齢化が影を落としてきたよう

のは過去も現在も母親である事実。置かれている現

に思えます。また障害者差別の事件も頻繁に発生し

実が見えてきて、見逃すことのできない課題が詰まっ

ていて、共生社会の実現にはまだまだ幾つものハー

たアンケートになっています。私自身が重度障害者

ドルを越えていく必要があると感じています。重度

の兄弟として育っており、納得できることも多く、

の障害児者の安心できる生活のためには、まだまだ

とても関心をもって読ませていただきました。アン

父母の会活動が必要だと感じているところです。

ケートを実施した京都市父母の会にお礼申し上げま

さて私の三鷹市心身障害児者親の会は、知的障害

す。今後も共生社会の実現に向けて、全肢連の活躍

者と身体障害者のどちらの親も参加できる会として

に期待いたします。

活動してきました。33 年前から作業所も作り、今は
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事 務 局 通 信
アステラス製薬株式会社「フライングスター基金」より
車いす送迎車輌が贈呈される
アステラス製薬株式会社フライングスター基金では、平成 9 年度より全肢連を通じて各都道府県肢連
の関係施設に合計 170 台の「車いす送迎車輌」が贈呈されています。
毎年多くの施設からの応募がある中、昨年に続き東肢連が推薦をした特定非営利活動法人親と子 ふ
れんど

しおはまに「トヨタノア 4 DW 仕様車」の贈呈が決定し 11 月 6 日に贈呈式が行われました。

ふれんどしおはまは昭和 59 年に民営授産小規模作業所として設立され平成 27 年 4 月に生活介護とし
て都から指定され、特に重い肢体不自由者及び知的障害者を対象に毎日月曜から金曜まで通所をして
いる施設です。
フライングスター基金は、この基金の趣旨に賛同する社員の方のお給料から積み立てられた資金に、
会社が同額を支援するマッチングギフト方式によって成り立つ社会貢献活動です。フライングスター
基金並びに社員の皆様に改めて心から感謝申し上げます。

《 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。
『平成 29 年度

賛助会員・支援企業（敬称略）
』
（11 月 1 日現在）

・（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）

・アサヒ飲料販売（株）

・（株）八洋

・島手そうめん販売（株）

・稲美工芸印刷（有）

・鈴木弘美

・（株）アペックス


ご支援いただき感謝申し上げます。
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