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平成 31 年度 東京都予算要望に対する回答
福祉部長

ヒアリング報告

総

日

時：平成 30 年 7 月 23 日（月）

会

場：都庁第一本庁舎 29 階 29 Ｃ会議室

秋本

裕美

論

東京都におかれましては、日頃より当連合会に対
しまして、格別なご支援とご理解を戴き感謝いたし

出席者：以下の方々（敬称略）

ております。

【東京都】

障害福祉サービス利用者の重度化・高齢化への対

福祉保健局（14：00～15：00）

応をふまえて施設整備に対する重度加算など事業者

障害者施策推進部

の支援を図って頂いておりますが、在宅生活を支え

障害児・療育担当課長
施設サービス支援課



田中
志村

者を抱える家庭はとても苦労しています。日常的に
智昭

医療的ケアを必要とする重度重複障害者も含め障害

統括課長代理（療育担当）

があってもなくても共に暮らせる共生社会の実現に

岩崎



波田

地域生活支援課

向け、尚一層のご支援を賜りたくお願いいたします。

桃子

課長代理（居住支援担当）


計画課

センターも設置されていない地域もあり、重度障害

正彦

課長代理

（生活基盤整備担当） 
施設サービス支援課

地域移行を支援できるセンター的役割を果たす療育

統括課長代理（調整担当）


施設サービス支援課

る根幹でもある短期入所施設数は圧倒的に足らず、

壮史

菊地
課長代理（調整担当） 

万紀子

中岡

【障害者施策推進部障害児・療育担当課長

裕子

田中

教育庁（15：00～15：10）

皆様には日頃から東京都の障害者施策推進に多

総務部 教育情報課 課長代理（広聴担当）


利根川

都立学校教育部

特別支援教育課

【東肢連】 会

田村
長

河井

文

副会長

三井

美和子

常務理事

秋本

裕美

濱川

浩子

上野

賢

事務局長

大なご理解ご協力を頂いていることを厚く御礼申

康弘

し上げます。

統括課長代理

（管理担当）

壮史氏よりご挨拶】

平成 30 年度から 32 年度まで計画期間とする新

陽子

たな東京都障害者障害児施策推進計画を策定した
ところでございます。

都はすべての都民が共に暮らす共生社会の実現、

また障害者が安心して地域で生活できる社会の実
小栗

現、障害者がいきいきと働ける社会の実現を目指

敦子

して、これらの 3 つを基本理念の下に地域生活に

向けての移行、また一般就労や障害児の通所支援
1

等に関する成果目標を掲げまして必要な障害福祉

足の影響から実際には医療的ケアがあることでグ

平成 30 年の第 2 回定例協議会におきまして東

訪問看護ステーションとの連携や活用が進むよ

サービス等提供体制の確保をしてまいります。

ループホームへの利用ができない場合が多いです。

京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関

うに対策を講じてください。

する条例が可決され、本年 10 月 1 日施行予定と

回答

なっています。

都では平成 29 年度から区市町村補助におい

て医療連携型グループホームを開始しグループ

障害を理由とする差別の禁止、差別に関する相

ホームに医療的ケアが必要な障害者に対して医療

談体制の整備、また差別に関する紛争の防止や解

支援を行う生活支援員等を配置すると共に勉強会

決のための体制整備等について条例を定めること

を開催すること等により医療との連携を検証・検

になりました。社会全体で障害者への理解を深め

討を行う区市町村に対して支援している。

て差別を解消する取り組みにより一層強力に推進
してまいりたいと考えます。

③

今後ともより一層のご理解とご協力を賜ります

国の報酬改定により重度訪問介護など事業者の
減額が見込まれるため、外部サービスを利用して

ようお願いします。

いるグループホームでの支援の減少などの支障が
でないよう都として激変に対応できるような対策
を講じてください。

重点要望事項

回答

スが提供されるよう、国の報酬に加え都独自の補

1 グループホームについて
①

助を実施している。また障害福祉サービスの報酬
単価の設定にあたっては人件費や物件費が高額で

都加算制度はグループホームの設置促進、障害

ある大都市の実情を適正に反映させるよう国に対

者の地域生活促進に大きな役割を果たしてきた経

して提案要求を行っていく。

緯があります。
都加算制度の変更により月単位の報酬制度が日

2 短期入所について

割りになったため、土日にも実家に戻りづらくな

①

るなど本人たちの自由な生活スタイルに支障が出

短期入所は在宅生活を支える根幹です。昨年実
施した当会の調査では未設置地区があることから

る恐れがあります。都内の人件費・物件費が高額

他地区での短期入所を利用するため 1 泊しか利用

である実情を反映し、適切な報酬加算をするなど

できない事も多く、親子ともに高齢な家庭での生

対策を講じてください。
回答

都はグループホームに対し質の高いサービ

活はとても逼迫しています。特に未設置地区に関

都は国の報酬に加えて都独自の補助を実施

しては 1 日も早い整備をお願いします。

している。今回の見直しは質の向上のための国加

回答

算を取得した場合にはその加算額が事業者の収入

都は障害者・障害児地域生活支援 3ヵ年プラ

に直接反映される仕組みに改めるものであり、本

ンの中で平成 32 年度までの 3 年間に 180 名の定員

年 1 月より 3 月に事業者に対しての説明会を実施

増の数値目標を立て特別助成やまた、国の報酬に

した。その後国から平成 30 年度の報酬改定にかか

上乗せした運営費の補助、短期入所を新設または

る新たなサービス類型や加算についての詳細が示

増設した場合の家屋借り上げ費の助成をする短期

されたことから改めて事業者に対しての説明会を

入所開設準備等補助事業を行っている。

した。今後請求事務にかかる説明会につきまして
②

も多摩地域で実施する予定で個別の事業者からの

障害の重度化により、都立療育センターへの短
期入所のニーズは毎年増加している中、医師や看

問い合わせにも丁寧な説明に務めていく。

護師の人材不足から利用人数を制限されるケース
②

があります。また防災の観点から利用人数を障害

医療的ケアのある方の支援として医療連携型グ

の程度により受け入れ調整をしている場合もある

ループホーム事業が開始されましたが、看護師不
2

ようです。

3 である施設整備費を 8 分の 7 とする特別助成を民

本来利用できる短期入所数をきちんと行えるよ

間法人だけでなく区市町村も補助の対象とする取

うに、各療育センターへの人材不足の解消を図る

り組みを継続していく。

策を講じてください。
回答

②

都では短期入所を円滑に進めるため医療機

療育センターの入所待ちは年々増えつづけてい

関などに病床確保をする事業を実施しており平成

ます。親が死去しても入所はできず、待機で短期

30 年 4 月 1 日現在 127 床を確保している。

入所を繰り返すような例も増えています。入所施
設の整備を早急に進めてください。また現在入所

高い看護技術を持った看護師を受け入れ促進員

されている方でも地域のグループホームへの移行

として配置する事業を実施している。

が可能な方も多いと聞きます。

重症心身障害児者を看護する人材の確保につい
ても重要な課題と考えており平成 21 年度から様々

障害の実態や本人の希望に沿った住まいの選択

な施策を実施している。重症心身障害の看護を知

ができるよう区や市と連携をして支援をお願いし

り、関心を持ってもらうため看護学校における講

ます。
回答

座の開催や学校内外の説明会を通して看護学生に

日中活動の場や短期入所など地域のサービ

対して重症心身障害看護の PR を行っているほか、

ス基盤の充実を図ると共に、重度で常時医療的ケ

入所通所施設の看護師を対象に研修を実施するな

アが必要な方に対しては現在都内で重症心身障害

ど看護師の確保・育成・定着に努めている。

児者が入所できる施設として都立施設４か所、民
間施設 5 か所を確保し入所サービスに対応してい

3 都立療育センターについて
①

る。重症心身障害児者の施設入所にあたっては入

現在、地域の生活介護施設での通所が困難にな

所選考委員会を開催し、家庭の介護力や医療的ケ

り療育センターへの通所の希望が増えています。

アの状況も配慮しながら必要な方から入所できる

各療育センターの通所部門では呼吸器装着で通

よう努めている。今後も区市町村と連携しサービ

所しているケースも増えてはるかに定員をオー

ス基盤の充実を図るよう努力していく。

バーしています。しかし、濃厚な医療的ケアのあ
る利用者は地域施設活用型では対処できないのが

③

現状です。

療育センターに短期入所する場合、日中は地域

の生活介護などに通う事も可能ですが、送迎の問

医療法人などの連携も含め早急に濃厚な医療的

題がクリアできたとしても短期入所施設側の人手

ケアにも対応できる施設の整備が必要です。都の

不足の問題から通所できず、短期入所中の日中活

中心部には療育センターの設置がありません。

動もないのが現状です。

地域活用型事業を促進していくためにもセン

療育センターへの人員が十分に配置され、短期

ター的役割の療育施設の設置は必要です。早急に

入所中でも日中活動が保障できるような整備を進

策を講じてください。

めてください。

回答

回答

都は、重症心身障害児者がどんなに障害が

都は重症心身障害児者の短期入所を円滑に

重くても必要とするサービスを利用しながら、日

進めるため医療機関等に病床を確保する事業を実

中活動の場や短期入所などの地域のサービス基盤

施しており、今年度 4 月 1 日現在 127 床を確保し

の充実を図っている。重症心身障害児者の通所施

ている。また受け入れ促進員として看護師を配置

設のうち主に濃厚な医療的ケアを必要とする利用

する事業も実施している。療育センターでの必要

者を対象とする医療型施設は平成 30 年 4 月 1 日現

な支援が提供できるよう引き続き人員の配置に努

在で 19 施設、定員 444 人分を確保している。さら

めていく。

に設置を促進するため、今年度から 32 年度を対象

4 入所施設について

期間とする障害者・障害児地域生活支援 3ヵ年プ

①

ランにおける具体的な支援策として、通常 4 分の
3

入所施設を備えた多機能型施設の開設を望む地

域が多い中、土地の確保ができず開設できない地

助成や民間事業者だけでなく区市町村も補助対象

区があります。江東区の例では平成28年開設予定

とする取り組み、区市町村に対する通所事業の運

で計画がありましたが、いまだに土地が確保でき

営費補助などを行っており、平成 29 年度において

ず開設へのめどがたちません。

は新たに 7 施設 35 人分の定員確保することができ

通所型施設は公園の一部を活用できるように

た。また看護師確保については、施設の確保努力

なっているので入所型施設も公園を活用できる（都

に加え都でも看護師資格の開拓事業を実施してい

独自の）仕組みの創設等、都有地の積極的な提供

る。今後も重症心身障害児者の通所事業の充実に

を行い入所施設整備の拡充をしてください。

努めていく。

回答

都では平成 31 年度の基本指針では入所施設

6 余暇活動支援について

の整備や都内における未設置地域などの他、入所
者の地域移行を促進するため地域生活支援拠点と

① 平成24年から放課後等デイサービス創設により

して整備するものや、日中活動支援としてより近

学齢期の余暇活動や長期休暇等の過ごし方は充実

い就労移行支援として行う施設を優先とすると定

してきましたが、卒後は通所時間も短く、土日や

めている。障害者支援施設として直近では平成 30

年末年始などの休暇の際には人材不足からヘル

年度3月に杉並区内に、4 月葛飾区内に開設してい

パーも確保できず、家庭でストレスをかかえ体重

る。現在では平成 30 年度内の開設をめざして武蔵

の増加、不眠など体調面での影響も出ています。

野市内に、平成 31 年度に世田谷区内の整備を進め

都では青年成人期の余暇活動支援事業を創設し

ているところである。新たに施設を整備する場合、

ていますが、放課後等デイサービス事業所がこの

基本指針に該当する整備を対象とすることから用

事業を受けたいと願っても包括補助事業のため自

地確保の事も含め、区市町村事業者施設整備計画

治体の財政状況により区や市が申請をしないため

を検討していく事としている。

この事業の助成がうけられません。
卒後も学齢期同様、通所後の余暇活動支援がう

5 地域施設活用型事業について
①

けられるよう実施の希望をしている事業者が通所

医療的ケアが必要な重症心身障害者が地域で通

デイを創設できるように区や市へ働きかけてくだ

所するために地域施設活用型事業を採用しながら

さい。

地域生活介護施設に通所できるとしていますが、

回答

青年成人期の余暇活動支援事業は区市町村

実際には活用型施設でも登録者が１日定員枠を超

が地域の実情に応じて主体的に実施する障害施策

えていて、週 3 日の通所を余儀なくされている例

推進区市町村包括補助事業の選択事業として実施

が目立ちます。昨年度は法人の諸事情からいきな

されている。今後も区市町村に対して説明会など

り週１日通所と制限を受けた例もありました。ど

で事業実施を働きかけていくと共に引き続き支援

んなに障害が重くても体調が良好な場合は週 5 日

をしていく。

の通所を望む声も多いです。

7 特別支援学校での医療的ケアについて

医療的ケアの内容に左右されず、毎日の通所が
できるよう活用型事業を形あるものに整備してく

① 平成30年から特別支援学校に通学する医療的ケ

ださい。また気管切開や人工呼吸器装着があって

ア児専用バスが整備されることになり、大変感謝

も通所バスで看護師のケアが受けられるようにす

をしております。
しかしながら、学区域も広く、医療的ケア児が

るなど整備と拡充を図ってください。
回答

多く在籍している学校に関してはまだ具体的な準

重度心身障害児者の通所施設については身

備が整ってないようです。

近な地域の施設を活用するなど様々な工夫により

実際の運行実態やニーズにきちんと対応できて

サービスを充実していく観点から従来の医療型施
設に加え地域施設活用型の整備に取り組んできた。

いるかなど十分な調査を実施しながら形あるもの

都は通所施設の設置を促進するため整備費の特別

へと整備をお願いします。
4

回答

医療的ケアのお子さんの通学車両について

8 都有地の活用について

今年度予算化をして配車をする。今まで医療的ケ

①

アが必要でスクールバスは保護者の方が同乗でき

西新宿 4 丁目の旧都営住宅跡地など東京オリン

ないためスクールバスに乗れなかったお子さんた

ピックの際にバスのターミナルとして利用される

ちに対して、看護師を配置した専用車両を用意す

計画のある土地に関してはオリンピック後には地

ることによって、通学保障や保護者の方の負担軽

域の福祉拠点となるように営利目的ではなく福祉

減を目的とする事業である。今、保護者の方への

目的優先の利用をお願いします。障害者のみでは

アンケートや学校の意向などを踏まえながら、車、

なく高齢者施設や保育園などにも活用できメリッ

看護師の確保が課題なので、その確保について現

トがあります。
回答

状を見つめながら安全を第一に取り組みたいと

都有地活用による福祉インフラ事業の活用

にあたっては、都は地元区市町村の意向に基づい

思っている。

て事業実施を検討することになり、地元区市町村
②

人工呼吸器を使用している児童生徒の通学には

の意向も確認する必要がある。跡地の今後につい

保護者の付き添いが生じています。文部科学省で

ては関係部局で調整されていく事になるが、地元

は全国でモデル事業を展開しておりますが、都で

区市町村の意向も確認しながら進めていく。

も先駆けて行い、どんなに障害が重くても当たり

9 家賃助成について

前に学校に保護者の付き添いなしに通学できるよ

①

うな整備をしてください。

グループホーム利用者には家賃助成があります

排泄交換時などの車椅子からの移乗などで人工

が、アパートなどで重度訪問介護などを利用しな

呼吸器の着脱が必要な場合に学校看護師が着脱を

がら単身で暮らす障害者に対しても家賃の助成を

行うことを認められていないため、保護者は教室

してください。
回答

待機となっています。ひとくくりに禁止をするの

所得の確保に関わる施策は地域で生活する

でなく個々の状況に合わせ、学校看護師が呼吸器

障害者の方が経済的に自立するための重要な課題

の管理を行うことが可能になるよう合理的配慮を

であると認識している。この課題は個々の障害者

行ってください。

の方の家賃額だけの問題ではなく、生活困窮者の

回答

方、疾病を抱えられた方などに関わる施策とも整

特別支援学校では、人工呼吸器の管理が学

校の看護師では対応できない高度な医療的ケアで

合性を図る必要性があり、就労支援や年金制度、

あるため保護者の方に対応をお願いしている。都

医療制度等も含め国の責任において実施すべきも

の教育委員会としては医師と保護者、学校とが連

のであると考えている。都としては国に対して障

携しお子さんの安全の確保を第一にしながら人工

害者総合支援法付則第三条第三項の主旨を踏まえ、

呼吸器の管理を適切に実施するための校内の体制

障害者等の所得の確保に関わる施策の在り方につ

づくり、実施方法について検討することを目的と

いて検討を進め必要な措置を講じることや、障害

して、平成 30 年度から 2 年間、光明学園でモデル

基礎年金の増額や住居手当の存続などにより所得

事業を行っている。この事業での体制を踏まえた

補償制度を充実することについて要望している。

うえで全ての都立特別支援学校において安全確保

今後も障害のある方に必要なサービスを提供でき

をしたうえで人工呼吸器の管理をするためのルー

るよう実態を踏まえた検証を行い、改善を図るよ

ルづくりや留意点について枠組みを作っている。

う要望していく。

事業としては始まったところなので国の中間まと

⓾ 補装具について

めも視野に入れながら安全に行っていきたいと考

① 18 歳までは学校用・家庭用と 2 台の車椅子を作

えている。

ることが可能だった方が、都の判定が必要な卒業
後に認められない事が多いです。体が大きくなり、
5

A

家の中の移動も車椅子を使用することが増え、室

基本的には区市町村の判断ではあるが、生活で

内の間口や廊下の狭さで外用の車椅子では家庭内

困っている説明をしっかりして頂きたい。車椅子

で使用できない事も多いのが実情です。家庭状況

の場合は判定が必要になってしまう。外で使って

を配慮して希望者には 2 台の車椅子の作成が認め

いる車椅子がなぜ家の中で使えないのかをまずは

られるようにしてください。

具体的に伝えていく事が必要で、２台あれば便利

回答

補装具の支給個数に関しては国が定める補

だと言うような理由では認められない。

装具費支給事務取扱指針により補装具費の支給対
🆀

象となる補装具の個数は原則として 1 種目につき

かかりつけ医をということだが、てんかん発作

１個となっている。しかしながら身体障害者自身

や呼吸器系など大きな大学病院に通院しているの

の障害の状況を勘案し、職業または教育上特に必

が現状。地域の開業医などの病院はバリアフリー

要と認めた場合は２個とすることができるとされ

などの環境が整っていない。小児科は総合的に診

ている。

てもらう事が可能で、風邪などから気管支炎を併
発したり、てんかん発作なども熱からきているも

⓫ 医療体制の整備について
①

のなのか？などきめ細やかに診てもらえる。
A

18 歳を過ぎると長年かかっていた小児科を切ら
れてしまい、総合的に診察できる総合診療科など

医療機関に対して総合診療科を設置するように
という指導はできない。

がないことで、成人期以降継続的な診察を受けら

切れ目のない支援を必要とすることや障害児者

れないことがあります。

の個々の診療については病院のケースワーカーな

生涯を通じて安心して適切な医療を受けられる

どに相談をしてほしい。総合診療科となると現状

ように整備してください。
回答

はとても難しい。

18 歳以降も身近な地域で安心して生活して
🆀

いくためには、成長段階や障害特性に応じたきめ

現在都の方で包括補助事業の中で医療連携を

細やかな相談対応や、地域の関係機関との連携に

行っているが、現場のなかで看護師がいないなど

より切れ目のない適切な支援をする必要がある。

の理由でできてない。通学通所をしている時間は

成長の段階や疾病に応じて適切な医療を受けられ

必要がなく、帰宅後の夕方などに来てもらえたら、

るようにするためには、身近な地域に健康管理や

とても助かる制度なのにそれを担う事業所がない。

健康相談ができるかかりつけ医や、かかりつけ薬

それを担う人材がいないと予算がつくだけになっ

局を持っていただき、ご本人の事を理解して頂く

て使えないのが現状。今度始まる特別支援学校の

ことが重要と考えている。また小児から成人への

医療的ケア児の専用スクールバスも、各学校がバ

移行期には今までかかっていた小児科医や病院の

スに乗車する看護師を全く手配できていない。
人材の確保も含め結果として出てくるように計

ケースワーカー等と相談してかかりつけ医の適切

画の中でぜひ努力して頂きたい。人材の育成体制

な紹介をして頂くことも考えられる。

というところを都として中心となって行ってほし

質疑応答
🆀

い。サービスの支給決定があっても時間ももらえ
ても、実施できる事業者がいない。入所施設もそ

補装具の件だが１種目につき１個、職業上と教

うだが、計画もずっと同じ数になっている。対象

育上で必要なら 2 台作れるということだが、体も

者は増えているのが事実。次期計画は実情を反映

大きくなって車椅子が壊れる頻度も増える。廊下

して作っていただきたい。
A

や間口が狭いため部屋の移動の際に車椅子でなく

課題にどう対応していくか、制度はできても福

キャスターつきの座位保持装置が必要であるが、

祉を担う担い手をどうするのかは重要な課題とし

18 歳で作れなくなるケースが多く生じている。生

てとらえている。

活上とても困る。

都を上げて課題に取り組んでいるが、制度と合
6

がある場合ということだが、保護者が高齢で連れ

わせて力を注ぎたい。
重心の対応もそうだが、看護師がいなくて訪問

ていけない場合などもある。保護者の年齢要件を

看護ステーションもあたっているが、高齢者の対

追加するなどできるところからでも範囲を拡大で

応が多く障害児の対応ができるところが少ないの

きるようにしてもらえることを切に願う。
A 年齢で切ることがいいかわからないが、センター

が現状。経験、スキルのある訪問看護事業所が他
の事業所を指導するという事業も始めている。限

の方に伝えて調整をしたいと思う。

られた人材の中で工夫をしながらやって行かなけ
🆀

ればいけないと認識している。皆さまの声を踏ま

書類判定の範囲も広げてほしい。普段 PT など
にかかっている人に関しては書類に詳細をかける

え努力をしていきたい。

ので判断の要件に重きをおいてもらうようにして
🆀

厚労省の調査で 7,000 人程度だった医療的ケア

もらえないのか？
A

がこの 10 年で倍以上になっている。この数値をみ
ても療育センターを作らないという事が現状と逆

書類判定の件は決められているのでなかなか難
しい。

行している。在宅の医療的ケアの内容も10年前に
🆀 65 歳を過ぎても今通っている生活介護へ通いた

比べたら呼吸器装着や気管切開などの濃厚な医療

いという希望も多い。

的ケアが増えている。

短期入所・入所施設ともに通所施設も足りなく

医師の常駐もない活用型施設では濃厚な医療的

なっていく事に危惧がある。

ケアを受け入れることが難しい。看護師配置のあ

65歳問題は各地区でも本当に問題になっている。

るバスを配置しない限り通所もできない。看護師
が手配できないため地域の短期入所施設は利用で

制度的には介護保険優先となっているが、本人の

きず実際は療育センターに頼らざるを得ないが、

精神的・身体的安定を一番に考えるのであれば現

実績として申し込み人数の 6 割程度しか利用でき

状のサービスを継続することが負担は少ない。精

ていない現実がある。療育センターを新たに作っ

神的なダメージも少ない。コミニュケーションが

て頂くか、医療型の施設が必要です。

取れないとパニックになってしまったり、精神的
に下に落ちて行ってしまう。

また土地確保の問題が大きい。都営住宅の建て

その辺をしっかり判断して頂き、区市町村がそ

あるが、余剰地が出るような場合に福祉目的のイ

れをよしとした場合に都として負担分を出すなど

ンフラ整備をしていただきたい。

積極的にアナウンスして頂くようにして、丁寧に

A

替えの際に都営が高層になり余剰地が出る場合が

できるように都としても指導して頂きたいと思う。

重心のサービスに関しては入所の待機者も 600
人いると言われているが、短期入所もなかなか入

A

ご意見を真摯に受け止めたい。

🆀

現在放課後等デイサービスがどの地域も増え、

れないというニーズに対応できるように、いかに
増やして行くかという取り組みはしているが、高
齢化・重度化の中で思うようにサービスを受ける

18 歳までほとんどの方が利用している。ところが

ことができていないという事を認識している。新

学校を卒業した途端に支援が途切れてしまってい

たな入所施設の検討はしていないが、状況が変わっ

る。青年余暇活動支援事業が包括補助事業で区市

ていることは認識している。

町村が認めないと都がやっていると言っても認め
てもらえない。

🆀

補装具の関係だが、判定を受ける麹町がとても

やりたい、やってあげたいと思っている放課後

不便である。訪問判定が島しょ部や多摩の外れだ

クラブがいるわけで、そこをきちっと支援できる

と出張判定しますと例年お返事を頂くが、訪問判

ような形のある制度にしてもらいたい。せっかく

定の要件の中に保護者の高齢化を入れてほしい。

ある事業なので各自治体の方にも促して意見を聞

訪問判定の要件の中に移動すると危険や命の危機

きながら青年の余暇活動の支援ができるような体
7

制をご指導頂きたい。

専用バスは必ずしも朝の会に間に合わなくても授

働いている保護者も多くいる。就労を継続する

業をしっかり受けられればいいという柔軟な運用

ためにも 18 歳以降の支援が必要である。
A

をして一人でも多くの方が利用できるような運用
の仕方を目指していただきたい。

頂いたお話を受け止めて積極的な支援につなげ
A

ていきたいと思う。

車両会社にヒアリングしたが、まず、都内にそ
ういった車両自体があまりない。またドライバー

🆀

今年度、医療的ケア専用のスクールバスが配車

も老齢の方が多い。モデル事業で 3 校実施してい

されることになったが、今各校とも 10 月からの実

るが、いっぺんに複数台が入ると学校のみなさん

施に向けて看護師の確保に苦労しているようだ。

が混乱するということも考えられる。まず各校２

看護師の確保ができないと最初のうちは保護者と

台程度から始めて増やしていければと考えている。

一緒にバスに乗らなければならないとのことだが、

また車両がバスみたいなものなので契約が決まっ

医ケアの子たちが保護者の付き添いなしに学校に

てしまっていて柔軟な運用が難しい。長期欠席や

通えるようにという本来の目的を踏まえながら、

放課後等デイを利用している方も多く実際の運行

看護師確保の方法等を各学校任せにするのではな

が契約よりも少なくなってしまう。そういったと

く都として取り組んで欲しい。現状では人工呼吸

ころを勘案しながら事業として長く成り立ってい

器をつけている子は着脱の関係で保護者の待機が

くようにしていきたい。

必要であるが、専用バスで通えるようになってき

登校時間については、まずは間に合うお子さん

たときに学校内では保護者の待機が必要であると

から乗ってもらうが、お子さんの事情であれば遅

何のための専用バスなのかということになってく

れて到着することは教育庁の中で合意はとれてい

るので、学校での待機の範囲と並行して考えてい

る。第 2 弾、第 3 弾の時には有り得る。

ただきたい。
A

政党ヒアリング報告

看護師の確保は昨年の 3 月くらいから就職フェ
アとか新聞の折り込み広告、関係団体を通じた声

平成 30 年 8 月 2 日（木）都民ファースト、8 月 3 日

掛けなどという形で取り組んできたが、バスの乗

（金）公明党、8 月 27 日（月）共産党、9 月 6 日（木）自

車は朝早い勤務なので確保が難しい。

民党及び立憲民主党民主クラブの各政党ヒアリングが行

非常勤という働き方を模索したり、ホームペー

われました。

ジの上の方に募集が来るようにしたり工夫はして

今年度は重点項目の中で、在宅生活の根幹でもある短
期入所施設の不足を中心に、入所施設やグループホーム

いる。福祉タクシーではなくて、保護者の手を離

の設置推進、都内の物件費が高騰で土地の確保ができな

れられるのが目標なので、そこに近づけられるよ

いことがグループホームなどの設置推進が進まない要因

うに努力している。

のひとつでもあることから福祉目的を優先した都有地の

呼吸器の方に対しては、まずは 10 分とか、一歩

インフラ整備などのお願いをしました。

一歩進めていきたい。少しでも待機の負担が減ら

また、現在ある都の事業が包括補助事業であることか

せるようにしていきたい。
🆀

ら財政状況により各自治体に地域間格差が出ている点や
福祉業界の人材不足は深刻で介護士の処遇改善が最優

人工呼吸器をつけても一人暮らしをしている人

先事項になる事、専門性や能力を評価し報酬の引き上げ
を行って各事業が実効性のあるものへ繋げていけるよう

たちはいて、その方たちは重度訪問介護などを利

お伝えしました。

用して生活されている。保護者じゃなくても人工

地区会員の方々にはたくさんのご参加を頂き、ご協力

呼吸器の管理をできる可能性は小さくない、とい

感謝いたします。

うことを念頭において進めてほしい。
対象者は多く桁が違う。本当に必要な台数、人
数は何人なのかを把握してほしい。また、医ケア
のある人は朝のケアも時間がかかる。医療的ケア
8

第 55 回 関東甲信越肢体不自由児者父母の会連合会

山梨大会報告

平成 30 年 7 月 7 日（土）

頂き、本日、ご参加頂きました皆様方と共に

アピオ甲府にて開催されました。

情報の共有と学習をすることが出来ました。

大会テーマ：

私たち父母の会は、障害者基本法に掲げられ

「改正障害者総合支援法と地域福祉の課題」

ているように、
「全ての国民が障害の有無にかか

～福祉サービスを上手に活用する為に～

わらず、等しく基本的な人権を享有するかけが

講師の山梨県立大学教授の大塚ゆかり氏の基調講

えのない個人として尊重される」こと、そして

演では

「相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する

1．障害者総合支援法改正による「地域共生社会と

社会」を実現することが障害福祉の基本的な理

は」

念だと思います。

2．制度等を活用する視点…制度を活用することで

住み慣れた地域で安心して暮らせるために、本

社会に働きかける

人・家族・関係者が一堂に会する諸々の機会を

3．これからの「未来」を考える…障害者やサービ

生かし、障害があっても人として尊重された生

ス専門家から学ぶ

活ができる「社会づくり」のために、発信、提

の 3 点を挙げ、それぞれの課題についての説明があ

言する事を山梨大会の名のもとに決議します。

りました。
シンポジウムでは「福祉サービスを上手に活用す

1．一人一人が未来のために「活動」しよう

る為に」をテーマに

「過去があり・現在があり・未来がある」

1．地域生活支援の実際

 現在の活動が未来を変えることを確信し

2．就労支援の取り組みと今後

「行動」する

3．高齢期を迎えるにあたって

2．身近な市・町・村の関係者と協力し、活動

4．重度障害児者等の訪問介護利用の実際

の範囲を広げ「地域福祉」を豊かにする

について 4 名のシンポジストから現在の状況、これ

3．都・県の関係者と協力し、福祉の情報を共

からの課題について説明がありました。その後、以

有、発信する

下の大会決議文の発表がありました。

4．事業所と協力し、利用者の満足度、職員の
やりがいを高める

大会決議文

5．障害の種別を取り払い、他の障害者団体と
活動を共有する

本大会では「改正障害者総合支援法と地域福
祉の課題」を基調講演のメインテーマとし、シ
ンポジウムでは、
「福祉サービスを上手に活用す

上記の決議文が採択され、来年度開催される千葉

る為に」をテーマに

県肢連会長が挨拶され閉会となりました。

1．地域生活支援の実際
2．就労支援の取り組みと今後

（広報部

3．高齢期を迎えるに当たって
4．重度障害児者等の訪問介護利用の実際、福祉
の代表であるシンポジストの皆様よりご発言を
9

小栗

敦子）

度予算に対する要望を都庁舎や区役所に持って行く

2 参加者感想

時期でもありますが、私たちはこれらのことを踏ま
えつつ、もっともっと声を大きくして行かねばなら

地域共生社会をめざして
北区肢体不自由児者父母の会



中村

ないと思います。

恵子

大塚氏は「これからは制度等を活用しやすいよう

基調講演のテーマは「改正障害者総合支援法と地

に積極的に解釈し、実行していく。実行することで

域福祉の課題」～福祉サービスを上手に活用するた

制度の中に取り込んでもらおう。
」とおっしゃってい

めに～

ました。そのためには、法律や制度についても学ば

山梨県立大学人間福祉学部教授 大塚ゆか

り氏のお話でした。

なければならないのだと思いました。

『改正障害者総合支援法』の根底には「医療モデ

最後に、大塚氏にご紹介いただいた言葉をみなさ

ル」ではなく「社会モデル」という考え方がありま

んにもお伝えします。

す。つまり「障害は個人にあるのではなく社会にあ
る」と考え、障害者がその能力を発揮するために社

『人は誰でも適切な機会があれば自分の課題を自分

会の変化を促すことが重要と考えています。そして、

で解決出来る潜在的能力を持っている』
（アンソニー）

めざす「地域共生社会」とは？

関東ブロック山梨大会に参加して

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」
「受け手」
という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体



三鷹市心身障害者
（児）
親の会

中野

弘子

が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世

第55回関東甲信越肢体不自由児者父母の会連合会

代を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひ

山梨大会は、平成 30 年 7 月 7 日㈯アピオ甲府にて開

とりの暮らしと生きがい、地域を共に創っていく社

催されました。

会（厚生労働省）

基調講演は山梨県立大学の大塚ゆかり教授により
『改正障害者総合支援法と地域福祉の課題～福祉
サービスを上手に活用するために～』と題してご講

つまり、これまで福祉の公的支援は縦割りだった

演をいただきました。

ということです。これからは、個人のみならず世帯
として抱える課題を総合的に把握して、分野を超え

先ず『地域共生社会』とはどのようなものかとい

て総合的・包括的に支援・サービスしていこうとい

う解説と、今回の法改正により創設・整備されたサー

うことなのです。例えば、親も子も高齢化が進む中、

ビスについての説明がありました。

子は二次障害を伴い重度化、親は連れ合いを亡くし

『地域共生社会』という言葉は、あまりにも漠然と

しかも足腰が弱って玄関まで行くにも這っていかな

して最初全くイメージがわかなかったです。厚生労

ければならない状態があるとします。そういった家

働省の説明を読んで、更に訳が分からなくなってい

庭状況を丸ごと把握した上で、親も子も生きがいを

ました。しかし、
「人は誰でも、適切な機会があれば

持って地域で暮らしてゆけるためにはどのような支

自分の課題を自分でできる潜在的能力を持っている」

援が最適か、高齢者福祉や障害者福祉の垣根を取り

だから「孤立しない、させない」
「ともに歩んで行き

はらって行政や地域が共に考え、具体的方策を見い

ましょう」という言葉を聴いて、これが『地域共生

だし、具現化してゆく、そんなことが出来たらどん

社会の実現』に大切なことなのだと思いました。

なに素晴らしいでしょう。しかし、それは簡単なこ

次に制度活用についての提言をいただきました。

とではないでしょう。

制度改正当初は行政側も利用してほしいので、活
用のチャンスとの言葉に、目を開かされました。

また一方では、高齢者・障害者福祉行政の公的責
任の主体としての能力低下、例えば相談支援事業を

シンポジウムは『～福祉サービスを上手に利用す

民間に丸投げで良いのか、という手厳しいお話もあ

るために～』というテーマで、４人のシンポジスト

りました。ちょうどこの原稿を書いているのは来年

により①地域生活支援の実態②就労支援の取り組み
10

と今後③高齢期を迎えるに当たって④訪問看護利用

することで、老障介護・親亡き後の生活・障害者の

の実際、と題して福祉現場での現状や課題・取り組

高齢化の問題について考える機会となり、本当に勉

みについて詳しくお話ししていただきました。

強になりました。親も子もそして兄弟も、お互いが

特別支援学校高2の息子を持つ私は、今までは PTA

自分らしく生きて行くことが理想です。その為にも、

活動等で学齢期の事、最近では卒後の行く先ばかり

このような学びの機会を活かして制度や新しいサー

に気を取られて、10 年後、20 年後の生活について現

ビスについての知識を得て、年齢や生活環境に合わ

実味をもって考えていませんでした。今大会に参加

せた上手なサービス活用をしたいと思いました。

平成 30 年度地域指導者育成セミナー報告
中央区肢体不自由児者父母の会

公益財団法人 JKA の補助事業として今年度は 9 月

②

濱川

浩子

グループ討議

7 日〜8 日、栃木県宇都宮市の『TKP ガーデンシティ

参加者が 10 組のグループに分かれ、感想や意見

宇都宮』を会場として行われ、東肢連からは 9 名が

を出し合い、グループ内でまとめた後、発表を行

参加しました。以下に内容を報告いたします。

いました。

① 講演

地域で安全に安心して暮らす

③

「住まいの場の工夫」
講師：西村


講演「意思決定支援と肢体不自由のある人との
コミュニケーション」

顕氏

講師：金森

（横浜市総合リハビリテーションセンター）

克浩氏（日本福祉大学）

紙媒体が読めない人がタブレット端末等で音を

障害児者の入浴介助の実態や課題についてが主

聞く・iPad 等のアクセシビリティー機能の充実・

な内容でした。自宅入浴は、子供の成長、親の高

その人にあったスイッチ（節電スイッチ、タッチ

齢化により回数が減っていく一方で、入浴時の抱

スイッチ、光ファイバースイッチ、まばたきスイッ

きかかえ介助の割合は子供が成長しても（幼児期

チ、音声スイッチ、呼吸（吸気）スイッチ）等を

→成人期）変化はあまりない。同じ介助方法を継

学びました。

続している事例が多い。

④ グループごとに iPad を利用して要支援者に便利

幼児期：毎日入浴 9 割、抱きかかえ介助 9 割、用

なアクセシビリティー機能の使い方を学び、ゲー

具・改造について関心はあるがよく知ら

ムをしながら意見交換をし、その後実際に視線入

ない。

力ゲームを行いました。

学齢期：毎 日入浴 6 割、介助時のヒヤリハット、
アクシデント多発。

2 日間参加して、1 日目は、最初は何キロになった

成人期：毎日入浴 3 割、入浴サービスに地域差あ

ら浴室を改装して入浴介助を楽になるようにしよう

り。

と思っている人でも、まだ大丈夫、まだ大丈夫と、

住宅改造…成人期以降に関心が増えるが情報が少

いつまでも親は子供を抱っこして頑張って介助して

ない。

いる実態を、2 日目はお母さんが工夫をして手の不

入浴用リフト…浴槽が狭い、抱っこの方が早く介

自由なお子さんが、パソコンのキーボードを押すた

助できるなどで実際は使用されて

めの、割り箸を使用して作った用具を使っての映像

いないケースが多い。

が流れ、実際に iPad を使って、アクセシビリティー

入浴サービス…地域差がある。東京は広い施設や

機能の使い方等を学びました。元々 Android 携帯の

場所が少ないためヘルパー利用が

私には、アクセシビリティー機能自体がないため、

多く、横浜は施設入浴が多い。

すべてが新しく目からうろこ状態で驚くばかりでし
11

た。上手に使いこなせれば、要支援者でもコミュニ

地域指導者育成セミナーに参加して

ケーションを取りやすくなる機能がたくさんあるこ

府中市肢体不自由児者父母の会



とを知りました。最後に視線入力でのゲームを体験

高橋

史

今回初めて参加させていただきました。

し、楽しみながら参加出来ました。

1 日目のテーマは～地域で安心して暮らす「住ま

この 2 日間で改めて、入浴等の介助の大変さや、
コミュニケーションツールを上手に利用し、子供た

いの場の工夫」～ということで、住宅改装やらリフ

ちの可能性を伸ばすことの大切さを知りました。

トの使用など、賃貸暮らしの我が家にはあまり関係
のない話かなと思っていました。講演の中でいろい

2 参加者感想

ろな家庭のお風呂介助の事例を客観的に見たり、そ
の後他県の方たちとのグループ討議をするうちに、

指導者育成セミナーに参加して


江東区肢体不自由父母の会カリヨン 松井

私たち肢体不自由児者の親は自分では気づかないま

多美子

ま日々限界を超えた介助をし続けていると感じまし

9 月 7 日～8 日、宇都宮で行われた地域指導者育成

た。リフトの使用というと、親が楽をするみたいで

セミナーに参加いたしました。

申し訳ないとか、扱いが面倒くさいとか思いがちで

1 日目は、横浜リハビリテーションセンターの西

すが、実は「どんな人でも安全に介助ができる」と

村顕氏による、地域で安全に安心して暮らす「住ま

いう利点があり、親の負担軽減はもとより、本人が

いの場の工夫」でした。

地域で生きる力を獲得できるということ。リフトの

入浴について各地域からのお話を伺うことができ

使用やヘルパーの活用など、介助の一般化～お母さ

ました。福祉用具を使用することによって生活の安

んじゃなきゃダメからの脱却～が、本人の自律につ

全性や家族の負担の軽減など多くの事例のお話を伺

ながっていくのだということを強く感じました。

うことができました。東京はヘルパー入浴が多く、

2 日目のテーマは「意思決定支援と肢体不自由の

他の地域では施設入浴 3～4 日利用、訪問入浴と地域

ある人とのコミュニケーション」ということで、こ

格差を感じました。将来の ｢住まいの姿｣ について

ちらもまたアラサーの大人だからでしょうか、すっ

は多くの意見がでました。グループホームについて

かり寡黙でニヒルな男になってしまった我が息子に

の考え方、終の住処になるんだろうか？実際お子さ

は難しいかなと思いつつ、やっぱり子供のころみた

ん 2 人を入所させていられる方のお話、親子で一緒

いに楽しい掛け合いがしたいなあという希望も捨て

に入所できる施設を希望される方、在宅で親亡き後

きれず、何かないかなというもやもやした思いを抱

はヘルパー利用で今の生活を維持していくなど様々

いていました。ところが、ワークショップで iPad の

な意見が出ていました。私たち保護者にとっては大

機能やアプリ、パソコンで視線入力の体験をしたら、

きな課題であると実感しました。

ただただ面白くて思い切り楽しんでいました。

2 日目は、日本福祉大学の金森克浩氏による「意

2 日間一緒に学んだ他県の人たちとの交流も有意

志決定支援と肢体不自由のある人とのコミュニケー

義でした。地域によって福祉環境の差はあれど、そ

ション」でした。

の中で前向きにキラキラ生きる方たちとの出会いも

iPad を実際操作しながら一人一人にあったツール

また、大いに刺激になりました。私にもまだ何かで

を使い、支援内容を考えられる事に新しい発見があ

きることがあるにちがいない！と思ったのですけど

りました。このようなツールを使い一人一人に選択

…ね。

の権利を見いだせるような支援が行えるよう実践し
ていきたいと思います。
2日間を通していろいろな方と意見交換ができ、と
ても有意義な研修となりました。
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第 51 回 全国肢体不自由児者父母の会連合会全国大会

北海道大会報告

平成 30 年 9 月 29 日（土）〜30 日（日）
函館アリーナにて開催されました。
大会テーマ：「住み慣れた地域で共生社会の実現 !」
〜安心・安全に誰もが豊かに生きる
未来をめざして〜
大会の開催に先立ち、本大会の会長

清水誠一全

肢連会長の開会挨拶において、常務理事 上野密事務
局長が去る 9 月 5 日に急逝されたことが伝えられ、同
氏の功績を称え、謹んで哀悼の意を表されました。
開会式終了後、2 名の講師による基調講演が行わ

カ踊り、そして、日頃よりお世話になっているコカ・

れました。
1）  講

コーラの方々による大抽選会で盛り上がりました。

師：厚生労働省 社会・援護局障害保健福
祉部

障害福祉課長

源河真規子氏

2 日目は、札幌市子ども発達支援総合センターの

テーマ：障害保健福祉施策の動向

診療担当部長 松山敏勝氏による、
「運動障がいに伴

・4 月からの新規サービス「自立生活援助」
「就労

う二次障がいの予防と対策〜乳幼児期から成人期を

定着支援」
「居宅訪問型児童発達支援」について

通じて〜」の記念講演がありました。

・その他「障害者虐待防止法対策」
「成年後見制度」

最後に、大会決議文において

「就労支援」
「放課後等デイサービス」について

〇障がいのある人の人権が守られ、住み慣れた地域

・今年度の新規予算要求「障害者支援施設等にお

で自立した生活の実現

けるロボット等の導入支援」
「芸術文化活動の支

〇障がい基礎年金の増額並びに自立できる生活環境

援」について
2）  講

の充実

師：文部科学省 初等中等教育局特別支援
教育課

〇特別支援教育における医療的ケア児の教育環境の

特別支援教育調査官 菅野和

充実

彦氏

〇障がいに応じた就労の場の拡充（職場にもヘルパー

テーマ：特別支援教育の現状と今後に向けて

派遣の制度化）

・全国の小・中学校における、特別支援学校・学

〇医療的ケアの必要な人や重複障がいのある人のグ

級の児童生徒の割合
・併置校について
いて

ループホームの拡大

肢体不自由児学校・学級につ

〇医療的ケアの必要な人や重複障がいのある人の

医療的ケア児の通学について

ショートステイの場の確保
〇障がいのある人の災害時の支援対策、福祉避難所

基調講演後、道内の父母の会会員による分科会の

及び障がい者にも対応できる仮設住宅の充実

提言に代えた寸劇─今日も曇りのち晴れ パート 2 ─

が採択され、次年度を 2019 年 9 月 14 日（土）〜15 日

が上演され、4 つの分科会となりました。

（日）福島県にて開催することが報告され、閉会とな

夕方より花びしホテルに移動して情報交換会。マグ

りました。

ロの解体ショー、会員によるマジック、函館名物イ
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（広報部

岸井

泰子）

板橋区

全国大会第 1 分科会に参加して
板橋区肢体不自由児者父母の会

福原

利明

9 月 29 日～30 日、北海道函館にて全国肢体不自由

が、活発な話の中、行政が関わる 4 つの柱と言いな

児者父母の会連合会全国大会があり、今回初めて大

がら子供たちがこれから生きて生活していくには所

会に参加して父母の会会員の皆様のパワーに感動し

得補償、全国的に就労の平均金額の低さなど知る事

ています。肢体不自由児者の親として子供に何をし

もでき、就労の場があっても生活を維持するだけの

てやれるか、また何を残せるか等の貴重な意見や考

収入を得る難しさ、生活する場（グループホームな

えを伺う事ができ、良い経験が出来ました。

ど）がありますが、運営の問題や費用の負担の問題

分科会では第 1 分科会に出ました。分科会では、

等が棚上げの状態です。親が亡くなれば成年後見の

函館肢体不自由児者父母の会の会員による寸劇にも

問題も出てきます。成年後見人としての行政への申

あった様に 4 つの大きな柱である所得補償、就労の

請の大変さなど体験した貴重なお話を聞く事もでき、

場の確保と日中活動の充実、グループホームの充実、

そして全てがひとつになって子供たちの将来の壁に

そして成年後見制度の未来の討議の始まりです。

なっていくなと気づかされます。

驚いた事に自らグループホームを立ち上げ運営さ

2 日目の大会決議分採択まで参加したかったので

れている方や施設の運営に携わっている方が多く、

すが、台風接近の予報で予約していた飛行機の便も

高齢になっても子供の将来の事に不安を多くの方が

早い便に変更ができ無事帰路につきました。予定し

抱えている現実を知りました。そしてそういった方々

ていた便は欠航になったそうですが、また機会があ

の経験談をもとに大きな 4 つの柱の討議となります

れば大会に参加しようと思います。

世田谷区

「第 2 分科会 福祉Ⅱ」に参加して
世田谷区肢体不自由児者父母の会

私が参加した第 2 分科会 福祉Ⅱのテーマは ｢地域

三井

美和子

の会等でも協力し合い地域や行政に働きかけていく

医療・福祉充実のために｣ 全体会の寸劇により身近

必要があるとあらためて感じました。

な課題にぐっと近づいた討議の柱 ｢医療的ケアの現

また、青年、成人期になると医療機関とつながり

状と課題（2 次障害とリハビリ）
｣ ｢福祉サービスの充

にくくなる現状、65 歳以上の障害者のサービスにつ

実（報酬単価の現状）
｣ について会場の参加者からの

いて、通勤時の移動支援についてなどは地区の父母

現状の訴えや意見発表をもとに会場のみんなで課題

の会の中でも課題に上がる内容で、地区を超えて一

を共有し意見交換しました。

緒に考え活動していく必要性も感じました。

お子さんが人工呼吸器を使用している方からは災

最後に助言者の厚労省 鈴木専門官からは ｢施策、

害時の電源確保に関する不安の声が上がり、地域の

サービスは必要な人に届いているのか、障害のある

避難所運営訓練等に参加して一時避難所に発電機が

人の生活は良くなったのか、現場の声に耳を傾け、

あるか、医療機器の充電が可能かを確認しておくこ

国としてこの子たちをどう育てていくのかを考えな

とや地域の方に存在を知ってもらうことが大切なの

がら施策策定していく｣ というお話、伊達コスモス

では？といった発言や助言が続きました。福祉避難

21 の大垣氏からは、｢自立支援協議会をきちんと動

所の開設までに時間がかかるのはどこの地域も同様

かすことが肝心。父母の会の活動はまだまだ甘い｣

で、医療機器の使用の有無にかかわらず指定（一時）

と叱咤の言葉もいただきました。

避難所の設備が自分の子どもが過ごすに足るもので

今年の分科会は、参加者からの発言を軸に共通の

あるかどうか確認し、足りないことに関しては父母

課題について会場全体の対話形式で考えていこうと
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いうものでした。発言が多岐に亘ってしまってじっ

域の課題、共通の課題など生の声を聴くことができ

くり話し合えない物足りなさも感じましたが、各地

勉強になりました。

練馬区

第 3 分科会 教育 テーマ「安心して学校生活を送るために」
練馬区肢体不自由児者父母の会

田中

徳子

第 3 分科会は、（1）医療的ケア児の教育環境整備

しかし、人が関わること、人によって成り立ってい

（付添等保護者負担の現状）
、
（2）卒後支援の課題（医

ることだからこそ、感情が伴います。例外に当たっ

療的ケア児の受け入れ、看護師配置の事業所が少な

た時にどう決断するか、リスクと天秤にかけた時「受

い）
、
（3）進路指導の充実（一般就労に向けた介助職

け入れる」
「できる」と言えるような技術、知識の上

員の配置）の 3 本を討議の柱として、ディスカッショ

に広い心と器を併せ持つ人に出会える奇跡を期待し

ンされました。今年は、資料がほとんどなく、資料

ながら、そこに辿り着けるような軌跡を描く努力を

を元にした討議ではなかったので、当日、参加した

惜しまないことも必要だと考えます。地方は、フレー

感想を述べさせていただきます。毎年感じることで

ムがはっきりしない分、柔軟な対応をしている印象

すが、地域間格差はなかなか埋まらないと改めて感

でした。誰だから、どこだから、どこの事業所だか

じました。

らではなく、どこにいても同じサービスが受けられ

医療的ケアが必要な子供達の環境は、少しずつ良

るようになることを期待しています。

くなってきています。しかし、東京にいると当たり

しかしながら、医療的ケアが必要な子供にとって

前に受けているサービスが、地方では、まだまだ途

の医療行為が、生活の一部だとしても医師の指示に

上にあることに気づきます。どこにいても、子供に

基づき行われています。親だからこそ微妙な違いに

とって最善の利益を考えて医療的ケアが行える環境

気づき、ケアできるけれども、教育の現場における

を作ることが、一番望ましいのだと思いますが、財

医療には難しい時もあると思っています。

政だけでなく制度の整備、人的なこと様々な課題が

（2）
（3）に関して、良い意見が出されても時間が

あります。制度が整ってしまうと、それに則って全

なくなってしまったことは、
（1）に比べると深い議

てが進みます。原則には例外が必ずあります。ひと

論討議ができず、残念に思いましたが、今年も様々

つの例外を認めたら際限がないのかもしれません。

な考え方に触れる機会をもてたことに感謝致します。

中野区

全国大会（函館大会）の第 4 分科会に参加して
中野区肢体不自由児者父母の会

9 月 29 日～30 日、全国大会が北海道函館市の函館

安本

誠

ちと話し合いました。

アリーナで開催されました。大会のテーマの副題に

まず、先月発生した北海道東部地震そして全道の

～安心・安全に誰もが豊かに生きる未来をめざして

停電については、札幌の方から停電でエレベーター

～というところから第 4 分科会 ( 本人分科会 ) ではど

が使えず家から外へ行かれず、籠の鳥状態だったと

ういう内容で行われるのか少し期待をしながら参加

いう報告がありました。また近畿から来られた方か

しました。第 4 分科会では、中村洋子先生（北海道

らは、豪雨に見舞われ 1 階の一室にいましたが、洪

教育大学付属特別支援学校講師）が分科会の運営者

水にはならず安堵しました。でも一人でいたので心

でした。第４分科会のお題として、先生から「災害

細い思いでいましたという話をしてくれました。沖

その時

縄の方からは、台風が多く来るので家の窓にも格子

ぼくたち私たち」という最近全国で地震、

洪水、台風など自然災害がある中、自分で自分の身

戸が入っており丈夫なつくりになっているが、いつ

を守ることについてこのお題を中心に全国の仲間た

も不安な気持ちがしているという話があるなど災害
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について、皆さん方のいろいろな思いを聞くことが

を携帯することも一つの方法と言われました。

できました。

その後試食タイムがはじまりました。一口サイズ

今回集まっていただいた仲間たちは、車椅子を使

の乾パン、保存用の缶詰に入ったパンなどを皆さん

用している方が多かったので、次に先生から「車椅

方で一口ずつ食べ比べしました。

子にひとりで乗っているときに大きな地震で車椅子

「試食が出来る分科会は第 4 分科会だけだよ」と先生

が倒れました。どうしますか」という質問がありま

は自負していましたが、非常食を食べることで自分

した。ちなみに車椅子は、横揺れ地震には弱く転倒

が食べやすいもの、開けやすいもの、保存しやすい

しやすいことも話してくれました。この質問に指名

もの、自分で見つけることの大切さを教えていただ

された私はハッとしてしまい「いい～痛い」と答え

いたような感じがしました。

てしまいましたが、皆さん方はいろいろな思いで「ヘ

最後に、先生から、日ごろから近隣の方との交流

ルパーさん」や「近くの方」を呼ぶなど自分の状況

などを行い、自分を支えてもらえる方をつくり、災

を知らせるひと声を聞くことができました。先生か

害に負けない環境を整えてくださいと話され、先生

らは、緊急時に自分の存在を知らせる声かけが必要

と皆さん方で「エイ

ですが、声かけが出来ない場合もありますので、自

第 4 分科会を閉めました。

エイ

オー」の勝ち名乗りで

分が使えるアイテム（ホイッスル、懐中電灯など）

地区父母の会 60 周年行事
60 周年記念上映会を終えて
品川区肢体不自由児者父母の会

共同代表主幹

菊地

絵里子

60 周年記念行事として、5 月 20 日（日）
、JR 大井

海老原さんの講演については、
「障害者が障害者の

町「きゅりあん」にて「風は生きよ」というドキュ

話を聞いても…」
「今更障害者の話を聞いたって…」

メンタリー映画を、品川区、品川区社会福祉協議会

といった意見もあったかと思いますが、当日参加し

に後援いただき上映いたしました。当日は会員含め

て下さった視覚障害の方からは、大変刺激を受けた

100 名を超える方々が参加して下さいました。

との感想をいただきました。

上映会後、海老原宏美さん（映画の主人公）にも

海老原さんは、この映画を作るきっかけについて

お越しいただき、お話しを聞く時間もでき、とても

こう話されていました。
「尊厳死を認める法案」に対

有意義な「60 周年企画」になったと思います。

して「NO」のために作ったと。
「死にたい」のでは
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なく、
「生きていくのが辛い」人に対して、社会の制

在でも、障害児は生みたくない…だから高額な検診

度や支援体制があれば、たとえ呼吸器が必要で生活

を受ける…すこしでも疑いの数値がでれば「中絶」

すべてに支援が必要であっても、安心して「生きら

…。

れる」支援体制がないから「生きていくのが辛くなっ

障害を持つことは決して不幸なことではない、生

てしまう」のだと。

きて行くためには困難が多くあるのは事実ですが、

相模原の障害者施設での殺傷事件で、加害者は「重

決して不幸ではないということは、私たち父母の会

度の障害者は生きていては国のためにならない」と

は知っています。それをこれからも発信し続けるこ

いう思想でした。優生思想の問題だと考えますが、

とが、父母の会の重要な使命だと、上映会を通して

今ようやく旧「優生保護法」のもとに障害者が不妊

改めて感じることができました。

手術を強制されていた問題が表面化しています。現

創立 60 周年・感謝のつどい
杉並区肢体不自由児者父母の会

会長

杉原

千鶴子

杉並区肢体不自由児者父母の会は昭和 33 年 3 月 27

部長のご祝辞を頂きました。公務のため急遽欠席と

日に結成され、今年度創立 60 周年を迎えました。6

なった石原伸晃衆議院議員 ( 当会顧問 ) からは祝辞が

月 12 日、区立杉並会館において記念式典・感謝のつ

届けられました。会場の広さの関係でお世話になっ

どいを開催しました。記念事業のテーマは「つなぐ

た方々みなさんをお招きすることができず、区議会

つながる

からは保健福祉委員会の方々、区福祉関係課長、日

助け合う」とし、第 1 部は記念講演、第

2 部は式典、第 3 部は会食の 3 部構成としました。

頃お世話になっている地域の方々にご臨席いただき

第 1 部の記念講演は毎日新聞論説委員の野澤和弘

ました。式典の中で当事者で身体障害者相談員や自

氏による「地域で暮らすとは」でした。豊富な経験

立支援協議会委員を務めた人たちには感謝状が贈ら

の中からわかりやすい例を引いて話されました。

れました。

第 2 部は会長杉原千鶴子による主催者挨拶で始ま

第 3 部は東京都立永福学園伏見校長の乾杯のご発

りました。結成当時の先輩たちの努力、親としての

声で会食となり懇談。アトラクションは元 OSK の同

責任感によって会が結成されたこと、多くの関係者

期生によるユニット「桜ふぶき」のダンス「ピンク

のご理解ご支援によって要望が一つずつ実現してい

パンサー」で大いに盛り上がりました。閉会の辞で

ること、子どもたちがそれぞれに頑張っていること、

は、団結と継続を忘れずこれからも会の活動を続け

すべてが感謝と締めくくりました。ご来賓からは、

ていくことを宣言し、お開きとなりました。

田中杉並区長、大熊杉並区議会議長、有坂保健福祉
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結成 60 周年を祝う会を終えて
新宿区肢体不自由児者父母の会

会長

池邉

麻由子

お陰様で、本年 6 月 30 日（土）に新宿区肢体不自

その後、区議会各派の先生方、障害者福祉課の

由児者父母の会の 60 周年を祝う会をホテルサンルー

方々、学校関係、子ども達が通う施設の方々にスピー

トプラザ新宿にて開催し、多くのご来賓の皆様にご

チをいただきました。日頃お世話になっている皆様

臨席いただきました。東肢連の皆様方にも多数おい

よりそれぞれのお立場からの会への温かいお気持ち

でいただき、心より御礼申し上げます。

のこもったご挨拶は、会員への励ましのエールとな

第一部では、会長挨拶の後、吉住健一新宿区長を

りました。

はじめ、東肢連河井会長、新宿区議会議長佐原たけ

会の終わりには、父母の会での活動風景や会員の

し様、東京都議会議員古城まさお様、森口つかさ様

子ども達や家族の写真のスライドショーを見て、懐

よりご祝辞を賜りました。

かしさをかみしめました。島田副会長が実行委員長

その後、行事やバザーなどの際にお世話になって

として閉会のご挨拶を申し上げ、お客様を会員一同

いる早稲田大学ボランティアサークル積木の会や地

でお見送りいたしました。

元のロータリークラブなど 4 団体に感謝状を、永年

会員の高齢化や子ども達の障害の重度化等で、周

会員として会に貢献してきた 9 名に表彰状を贈呈し、

年行事への会員の参加が難しくなり、計画段階では

第一部を終了しました。

困難が予想されましたが、この日を無事迎えること

第二部では、新宿区福祉部中澤部長に乾杯のご発

が出来、大変感慨深く、感謝の気持ちがこみ上げて

声を頂き、和やかな歓談の後、
「神楽坂なにがし連」

参りました。会員一同、身を引き締めて新たな第一

による阿波踊りをご披露頂きました。連の皆様の指

歩を踏み出す所存でございます。今後ともご指導ご

導により、お客様も会員も心を一つにして踊り、大

鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

いに盛り上がり会場全体が一体感に包まれました。
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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
連の関係施設に約 200 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つどい 玉
堤つどいの家に「トヨタノア 4 DW 仕様車」の贈呈が決定し 11 月 12 日に贈呈式が行われました。
玉堤つどいの家は平成 4 年に設立、
世田谷区肢体不自由児者父母の会が
運営に携わっていました。NPO 法人の
運営となった今でも父母の会会員が理
事に就任し運営に加わっています。
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 30 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・コーラボトラーズジャパン（株）

・FV 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



ご支援いただき感謝申し上げます。
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