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平成 26 年度 東京都への各地区の要望
福祉部長

河井

文

医療的ケアが必要な人も含め地域での生活が成り立

ヒヤリング報告

つよう、東京都が率先して施策を進めてください。

平成 25 年 7 月 22 日

於

1 都立療育センターについて

都庁会議室

⃝どの施設においても、入所・短期入所・通所の定
出席者

員を増やすと共に、重度化する利用者のニーズに

東京都福祉保健局障害者施策推進部

応えられるよう、医師、看護師、PT などのスタッ

居住支援課

知子

居住支援係長

渡辺

昌則

療育係長

菱田

彰

センターによっては 10 か月を要するところもあ

児童福祉施設係長

敷藤

久恵

り、その後利用の申し込みをしても、断られるこ

地域生活支援係長 有馬

正俊

とも生じている状況です。どこに住んでいても適

小川

マキ

切なサービスが受けられるよう、都立施設におい

織田

倫子

て積極的に整備してください。

居住生活支援課
計画課

フの人数を確保してください。

障害児・療育担当課長 中澤

調整担当係長

保健政策部医療助成課助成担当係長

短期入所を申し込むための診察を受けるだけで、

教育庁

回答

都立学校教育部 高等学校教育課 施設係長
 

都では重症心身障害児者（以下重心）の短

期入所の病床を確保するための支援をおこなってい

大和崎将也

る。Ｈ 25 年 4 月 1 日現在 13 施設 104 床の整備をして

人事部

人事計画課

定数係長 

島倉

晋弥

いる。Ｈ 21 年度から重心施設の看護人材の確保・育

総務部

教育情報課

広報担当係長 阿部

望

成や定着対策として看護師確保緊急対策事業を実施

東肢連

会

長

常務理事
		
事務次長

高橋

勝幸

し看護師職員等のキャリア開発の支援、看護師募集

島田

泰介、杉原千鶴子

対策等に努めている。

木村

知鶴、河井

上野

文
質疑

賢

医療を伴う重度障害者に対するサービス提

供が地域では進んでいかない。都立施設で積極的に

総論

取り組んでもらいたいと考えている。都として今後

障害者総合支援法により、平成26年4月からグルー

人員の増加を進める意向なのか？

プホームとケアホームが一元化されます。それを機

回答

ショートステイの病床を今後も増やしてい

に、どんなに障害が重くても地域で暮らしていける

きたいとか、運用の面でも緊急時の対応も含め努力

ように、住まいの場の整備を更に進めていくと共に、

している。既存の施設で新たに人員を増やすことは
1

むずかしいが、現状でショートが不足していること

2 グループホーム・ケアホームについて

は充分認識しており検討している。

⃝施設整備費補助を増額してください。
質疑

都立療育センターの病床数は絶対数が不足

回答

している。
回答

都の第 3 期障害福祉計画においてＨ 24 年度

から 26 年度の障害福祉サービスの必要見込み量を定

現状で新たな療育センターを建築する計画

めている。この目標達成のために、新たに障害者の

はない。ただ、我々も入所施設が全く必要ないとは

地域移行安心生活支援 3 カ年プランを策定し、地域

考えていない。一方で、東京都の障害福祉計画の中

生活基盤の重点的整備を積極的に支援することとし

で、重心に限らず重い障害を持った方であっても住

ている。地域居住の場であるグループホーム（以下

み慣れた地域で安心して暮らしていけるような形に

GH）
・ケアホーム（以下 CH）については H26 年度

するための在宅サービスの充実に努めているのが今

までに 1,600 人分の定員を新たに確保することとし、

の実情である。今年度から区市町村において、訪問

そのために整備費の事業者負担を軽減する特別助成

看護師が自宅にいって保護者の代わりに医療ケアを

を行うとともに、より重度の障害者が利用するＣＨ

行う在宅レスパイト事業を、区市町村が実施する際

の増設に際しては消防設備に要する費用の補助を実

に補助する形で始めた。現状で手が挙がっている区

施している。また、国に対しては、他の自治体と連

市町村もいくつかあり、広がりがあればいいと思っ

携し、地方自治体の障害福祉計画等を充分勘案し、

ている。3 年間のモデル事業としてかかりつけ医を

施設整備に支障がないよう都市部の状況など実勢に

増やす事業を展開する予定である。こうした在宅

見合った単価などの設定を含め必要な額を確保する

サービスの充実に努めているので、現状では新たな

よう要望していく。

施設の建築計画はないが、こういった形で対応して

⃝重度障害者（医療的ケアが必要な人も含む）が利

いきたい。

用する GH、CH については夜間も介護者を配置でき

⃝どの施設においても、2 床を確保し、介護者の不

るように、重度加算を増額してください。

測の事態などに備え、緊急時は 24 時間の受け入れ

回答

を可能にしてください。
回答

国によれば、今後障害者の高齢化・重度化

の進行等の理由で介護が必要な障害者の GH への新

短期入所の受け入れについては申し込み状

規入居や入居後に介護が必要となるケースの増加が

況に応じて事前調整をしたうえで受け入れているが、

見込まれている。これを背景に H26 年 4 月より CH

緊急の場合についても可能な範囲で対応している。

の GH への一元化が予定されている。一元化の見直

今後も利用状況の実情を把握して事業の充実に努め

しに合わせて外部サービスの利用規制の見直し、サ

たい。

テライト型住居の創設の改正が予定されている。ま

⃝特に府中療育センターについては、改築にあたり、

た、同じ 26 年 4 月には障害程度区分を障害支援区分

利用希望者のニーズに応えられる規模、内容にし

にする改正も予定されている。これらについて現時

てください。

点では国から詳細な情報が示されていないが、動向

回答

府中療育センターについては平成 23 年 6 月

を注視しながら国に対して早期の情報提供や GH・

に老朽化に伴う全面改築に向けての基本計画を策定

CH を含めた障害福祉サービスについて大都市東京の

し公表した。基本計画では病棟等に充分なスペース

人件費や物価などが高額である実情を反映した適切

を確保すると共に、通所事業での超重症児等の積極

な報酬単価を設定するよう提案、要請を行っている。

的受け入れなど在宅療養支援のより一層の充実を図
質疑

りたい。

人件費については都内の施設を運営してい

る法人は人の入れ替わりが激しく、何とかやりくり
質疑

府中療育センターの改築時期は？

しているが、やはり施設の運営に支障をきたしてい

回答

当初の計画より2年程度遅れる見込みである。

る。国への働きかけをより強力にしてほしい。
回答
2

報酬については指摘の通り、GH、CH、ヘ

ルパー、施設どこを見ても低いが、これは障害分野

いという認識である。

だけでなく、高齢者分野も同様である。都も今後も

⇒

他の自治体と協力して要望を続けていきたい。 尚、

⇒ 過去の経過を見たが、かなり人数が少なくなっ

都は現状の報酬は充分ではないとの立場を取ってお

一定のニーズがあれば再開できるのか？

ていた。現状では考えにくい。

り都加算を行っている。また、来年度にはＣＨのＧ

⃝補装具の使用年数については、障害の状況や体型

Ｈへの一元化があるが、現状では都加算で最低限維

の変化に対応できるよう、柔軟に支給決定をして

持できるよう考えている。それでも更に充分でなけ

ください。
回答

れば国に対して強く提案していく。

補装具の耐用年数については障害者総合支

援法に基づく、補装具の種目、購入または修理に要

3 地域の短期入所定員を増やせるように、区市に対

する費用の額の算定等に関する基準により定められ

し、助成してください。また、看護師を配置できる

ている。尚、補装具費支給事務取扱指針では実耐用

ように、予算措置をしてください。

年数には相当の長短が考えられるため再支給には実

回答

短期入所事業は障害者が地域で暮らしてい

情に沿うよう充分配慮するよう定めている。
⃝使用目的が異なる場合は、2 台目の車椅子の支給

くうえで重要な事業と認識している。Ｈ 25 年 4 月現

を認めてください。

在、短期入所を行っている事業所は 210 事業所、定
員 823 名で昨年に比べ 61 名増となっている。都では

例えば、電動車椅子を使用している場合、室内

地域移行安心生活支援 3 カ年プランでＨ 26 年度末ま

用として、軽量の車椅子を使用することを認めて

でに 210 人の整備に取り組んでいる。報酬等短期入

ください。
回答

所の事業運営が抱える問題点は認識しており一部都

補装具の支給個数については国が定める補

独自の加算は行っているが増額等は考えていない。

装具費支給取扱指針により支給対象となる補装具の

都としては国には報酬単価の設定に当たっては人件

個数は原則として１種目につき１個だが、障害児者

費、土地取得費が高額である大都市の実情を適切に

の障害の状況を勘案し、職業または教育上特に必要

反映するよう要望している。

と認めた場合は２個とすることができる。

4 補装具について

5 心身障害者医療費助成制度について

⃝訪問判定を都内全域で実施してください。

⃝未成年の重度障害者については、所得制限を緩和

保護者の高齢化などで、判定のために心身障害

してください。

者福祉センターに行くことが大きな負担となって

回答

心身障害者医療費助成制度は重度心身障害

います。西多摩地区だけでなく、都内全域で訪問

者の医療の困難性とその経済的負担が大きいことに

判定を実施できるようにしてください。

着目をして医療費の公費助成を行っている。Ｈ１２

回答

補装具費の支給に際して身体障害者（18 歳

年９月の改定では一定以上の所得のある方には介護

以上）は身体障害者更生相談所の判定が必要とされ

保険制度との制度間の整合性や負担の公平等の観点

ている。原則は来所によるが、補装具の種類によっ

から応分の負担をしてもらっている。今後も現行の

ては書類判定も可能である。尚、島しょや西多摩で

制度を継続していく考えなので理解してほしい。

は巡回相談を実施し、また重度の障害により医学的

6 移動支援について

な危険性があるために来所が困難で、かつ巡回相談

⃝通所や通学の際も利用できるようにしてください。

が利用できない方には出張判定を実施している。

回答
質疑

制度として訪問判定があるのに実施できな

業に位置づけられ各区市町村において実施内容を定

いということに納得できないが？
回答

移動支援事業は区市町村の地域生活支援事

め実施されている。尚、事業実施に必要な費用は都

元々実施していたが、対象者を絞っていく

も応分の負担を行っており、区市町村も財政力に格

中でおこなわなくなったので、再開することは難し

差が生じないよう充分な財政措置について国に要望
3

しており引き続き国へ働きかけていく。

か所以上設置しているのは、190校中約160校である。
⇒

7 重症心身障害児（者）通園事業について

設置できていない理由は？

⇒ エレベータについては、エレベータのみ設置

⃝平成 24 年 4 月から法定事業となりましたが、今後

してもバリアフリー法をクリアできないところ

も区市町村に対する支援を継続してください。

があり、そういう所は施設全体の改修、改築に

回答

都では障害者の地域移行安心生活支援 3 カ

なってしまう。そのため学校全体の工事に合わ

年プランを策定し既存の医療型施設における通所事

せる必要がある。

業の拡充を図るとともに、Ｈ 18 年度から区市の施設

⇒ 災害時の避難所になることを考えると、せめ

に看護師等を配置し医療ケアを必要とする重心の方

て一階にトイレを設置してほしい。できるとこ

を受け入れる地域施設活用型重心通所施設の整備に

ろから取り組んでほしい。

取り組んでいる。尚、Ｈ 23 年度まで国の要綱事業で

⇒

あった重症心身障害児者通園事業はＨ 24 年 4 月から

持ち帰って検討する。

9 肢体不自由特別支援学校において、常勤看護師の

法定事業になったが、重心の方はその障害特性から

定数を増やしてください。

濃厚な医療ケアや送迎手段の確保が必要であるため
通所施設において利用者に対する適切な療育環境が

医療的ケアを担当する非常勤看護師をつねに募集

確保できるよう、また、これまでのサービス水準を

している状況です。常勤看護師の定数を増やし、不

保てるよう区市町村に対する補助制度をＨ24年度か

安の解消につなげてください。
回答

ら実施している。今後も重心通所施設の設置促進を

常勤看護師の定数は国の基準にはなく、都

図るため区市町村への積極的な働きかけを行うとと

単独の措置であり、都の職員定数を取り巻く状況が

もに区市町村が地域の実情に応じて通所施設の整備

厳しい中でこれ以上の増員は困難である。

ができるようフォローして必要な支援を行っていき
質疑

たい。

肢体不自由特別支援学校では、医療ケアの

必要な児童・生徒が非常に増えている。常勤看護師

8 障害児者の教育を保障するために、スロープ、エ

が増やせないなら、非常勤看護師を確保できるよう

レベータ、多目的トイレの設置など、普通校のバリ

報酬を上げるなど何らかの手立ては取れないのか？

アフリー化を進めてください。また、普通高校は災

回答

害時避難所になるので、優先的に施設整備を進めて

ころでわからないので、担当課に伝えておく。ただ、

ください。

都の財政状況が厳しいという事と看護師の報酬基準

回答

都立高校では、施設の老朽化等に伴う改築

非常勤看護師の報酬については所管が別のと

が一定の水準にあることから難しいとは思う。

や大規模改修等の工事に合わせてスロープやエレ

 放課後等デイサービス事業の報酬単価を増額し

ベータや多目的トイレ等を整備しバリアフリー化を

てください。

順次進めている。その他、障害のある生徒の入学に

回答

合わせて、生徒の障害の程度や状況に応じて必要な

都はこれまで国に対して報酬単価の設定に

あたっては人件費、土地取得費、物品費等が高額で

対応を行っている。

ある大都市の実情を適切に反映するよう提案してき
質疑

現状でどの程度整備が終わっているのか？

た。また、障害児童の放課後や長期休業期間の日中

回答

スロープ、エレベータ、段差の解消、トイ

活動を支える事業として、比較的重度の障害のある

レの改修など色々あり、全部できているところ、部

児童の利用に配慮する等、引き続き事業の充実が図

分的にできているところ様々である。

れるよう国に働きかけていく。

エレベータは、都立高校 190 校中 140 校以上設置

 障害者トイレについて

済み。トイレは学校によって 5〜6ヶ所設置している

⃝利用マナー向上啓発活動をしてください。

ところ、1 カ所のみ設置しているところがあるが、1
4

⃝管理者の連絡先を表記するよう指導してください。
回答

都内は大変土地が高く、施設整備の際に一番問題

都ではＨ 18 年 7 月に、東京都福祉のまちづ

となるところです。グループホームや通所施設など

くり推進協議会からの意見具申を受けて、生活者の

を地域に整備するために、都有地を活用できるよう

視点に立ったトイレ整備の指針を策定し、これに基

積極的に情報を開示し、区市に提供してください。
回答

づく整備を行うよう区市町村に周知してきた。この

都では、地域の福祉サービスの基盤整備を

指針では、「〈だれでもトイレ〉の利用には優先され

促進するため区市町村と連携しながら都有地を活用

るべき人がいる」
「トイレの利用にあたってはマナー

した地域の福祉インフラ整備事業に取り組んできた。

意識を持った行動が求められる」
「管理者はトイレの

今後も整備費の特別助成や定期借地権の一時金に対

スペース内に連絡先を提示する」こと等をトイレの

する補助事業の活用を働きかけるとともに、都有地

利用方法として示している。

を含む公有地の活用を区市町村と連携して進めるこ

また、この指針の考え方をわかり易く反映するた

とにより一層の整備促進に努める。

めにＨ 24 年 3 月に作成されたチェックリストにおい
その他質疑

ても、トイレの利用にあたっては、
「優先される人が

特養に併設する小規模療護施設は現

状どうなっているのか？

いるという使用ルールを明示し普及啓発を図ってい

回答

るか」
「トイレ内に管理者の連絡先を適切に掲示して

H13 年以降、特養に併設する形で身体障害

いるか」等の項目を設けている。今後もチェックリ

者小規模療護施設としていくつか整備された。現在

ストを有効に活用し、指針の考え方に沿ったトイレ

の障害者支援施設は30人以上で整備することになっ

整備が図られるよう区市町村や事業者に普及啓発を

ており、以前の制度では 10 人以上だったので制度上

行う。（生活福祉部地域福祉推進課福祉のまちづくり係

の不都合が生じている。一方で、国の方で小規模の

の書面回答）

入所施設について検討を始めていると聞いている。
詳細がまだ不明だが、その動向を踏まえて都として

 居宅介護の都から区市への報酬総額を増額して

どう取り組むか考えていきたい。

ください。
回答

障害者総合支援法は、区市町村の障害者の

都議会各政党ヒヤリング

状況を勘案してサービスの給付を決定することとし
その支弁した給付費の二分の一を国が負担すること

平成 25 年 9 月 6 日
（金） 都議会棟において、公明

を定めている。しかし、訪問系サービスについては

党・自民党・共産党・民主党の順で行われ、各地区

政令で国庫負担の上限となる国庫負担基準を定めて

より 30 名以上が出席しました。
当日は、時間の制約もあり、①都立療育センター

いるため、区市町村が重度障害者の地域生活を支え
るサービスを提供しても、国庫負担基準を超過した

の充実

②人材の確保

③補装具の判定を居住地に

額については全額区市町村負担となっている。都で

近いところで実施すること

は超過負担の生じた区市町村に対して都道府県地域

に都有地を積極的に提供すること

生活支援事業や都単独事業の区市町村特別支援事業

に説明し、議員からは、療育センターの現状につい

による支援を行っている。また、今年度は新たに重

てや、訪問判定の内容、だれでもトイレの問題点な

度訪問介護等の利用促進を図るため区市町村特別支

どの質問がありました。限られた時間ではありまし

援事業による支援を行っている。尚、都は国に対し

たが、要望項目について理解を深めていただいたと

暫定措置ではなく恒久的な解消策を講じるよう要望

思います。また、都有地の提供については、積極的

しており、引き続き超過負担解消について国に働き

な情報提供や土地バンクを作って整備していくこと

かけていく。

も検討したいとの発言がありました。今後も都議会

④福祉施設整備のため
の 4 点を重点的

議員の方々と情報交換をして、地域の福祉環境の向

 福祉施設整備のために、都有地を積極的に区市に

上に努めていきたいと思います。

提供してください。
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第50回 関東甲信越肢体不自由児者父母の会連合会
長野大会 報告
広報部

鈴木真理子

平成 25 年 7 月 27 日（土）松本市美ヶ原温泉にあ
るホテル翔峰にて開催された。
大会式典、開式のことば、全肢連歌斉唱、物故者
慰霊の黙祷のあとに主催者を代表して長野県肢連会
長の田本氏より挨拶、次に松本市長代理・副市長の
坪田氏より歓迎の挨拶とお祝いの言葉をいただきま
した。平成 25 年 関東甲信越肢体不自由児者父母の
会連合会連絡協議会会長表彰《長期役員功労者表彰
5 名》
《地域活動援助者表彰 3 名》計 8 名の方が受賞
され代表として神奈川県の相田氏と栃木県の北向氏
が壇上にて表彰されました。来賓あいさつは長野県

関プロ長野大会開会式典

知事代理・長野県健康福祉部障害者支援課長の清水
氏、衆議院議員の務台氏、全肢連会長代理・副会長

こで・どうなるか分からないところで、障害のある

木村氏の 3 名よりご挨拶いただき、続いて来賓紹介、

方たちが災害の時にどうやって支援体制を作ってい

祝電披露、閉式のことばにて閉会。
（休憩）

くのか？

瞬間の様子とか、その時のバタバタ感の中でどうやっ

  シンポジウム

て凌いでいったか？

メインテーマ：
「災害から障害児者の命を守るには」

それでは清水さんからよろしくお願いします。

コーディネーター：
日本相談支援専門員協会 副代表 福岡

今日はある意味で勉強させて

もらい二人の話をじっくり聞いてみたいと思います。

サブテーマ：～その時、あなたはどうしますか？～
寿氏

■清水氏

シンポジスト：

『一人ひとりの存在が輝く共生のまちづくりこそが災

西宮市社会福祉協議会 事務局長 清水明彦 氏

害から命を守る～阪神淡路大震災当時の「青葉園」

シンポジスト：

の状況から～』 

社会福祉法人つどいの家「仙台つどいの家」



じっくり二人から震災の頃のまさにその

施設長 下郡山和子 氏

スライドを見ながらの説明

○「青葉園」成立経過と活動内容
⃝社会福祉協議会「青葉園」は兵庫県西宮市の甲子

■福岡氏

園の近くにある。

大会のテーマは「災害…」ということで、災害を

「青葉園」が設立される以前に障害の重いお子さ

経験した西宮からは清水さん、仙台からは下郡山さ

んをかかえた親御さんたちが途方にくれながら、

んに来ていただきました。清水さんのレジメの中に

保健所の待合室で出会い父母の会として様々な運

災害を経験した時に障害のお持ちの方たちはある意

動を経て就学前の通園『わかば園』が昭和 42 年に

味、日常的にそのような状況にあると書かれていて、

設立された。養護学校卒業後、大変障害の重い重

下郡山さんは、まさに渦中にある仙台の方で途中経

度重複、重症心身障害の方が西宮の町で一人の人

過の現状の中にいると思います。日本が、いつ・ど

間として生きていくために集まる通所の拠点とし
6

て 1981 年（昭和 56 年）全くの法外施設として「青

助に回っていったきっかけになった様な感じ。
⃝仮設住宅がある程度建ち、地域の公民館が利用で

葉園」ができた。
⃝日常的にタクシーを利用し職員が家の中まで送迎。

きるようになった途端、地域の方から『まず一番

障害者本人がどこで寝ていて薬の置いてある位置

に青葉のつどいをやろう！』と声が出た。今も続

などほとんどの職員が知っていた。
《そのため震災

いている。
⃝ふれあい仮設に行き震災前から行なっていたリサ

直後も自転車やバイクなどを利用し職員が各家庭
まで安否確認できた。
》

イクルサークルの空き缶つぶし「ペッタンコ屋」

⃝現在は 2/3 の方が医療的ケアを必要だが、当時も

を障害者本人がやり始め、ふれあい仮設の方も自

医療的ケアが必要な方は数名いた。

主的に集めはじめた。その活動が現在も継続しリ

高齢の母親も多く重症心身障害者の地域生活を

サイクルサークルの登録し補助金をもらっている。

守るために医療との連携が重視と考え、職員が母

現在も継続している。

親と一緒に医療機関に通院し施設側としても48名
のデーターを把握・保管していた。
《誰が・どんな

○震災してからの変化や感じたこと

種類の薬を・いつまで／処方日数・どれだけ処方

⃝避難生活は日常の宿泊体験ステイの宿泊実習の拡
大でもあり、ボランティアコーディネーターの拡

されているか／服薬回数や服薬量》
⃝ 30 年以上前から「青葉園」の中だけでなく、地域

大でもあり、かかりつけのドクターが避難所に往

の公民館で地元の人と一緒に取り組みを進めてい

診に来てくれる体制など地域医療のネットワーク

た『青葉のつどい』交流で炊き出しやバーベキュー

形勢に物凄く大きな力になった。

をしたり、地域の行事の市民文化祭に参加したり、

⃝『ホームがつぶれた』と聞いたら全国からたくさ

カラオケに行ったり、民生委員さんや地域の方、

んの支援をもらい震災 3 か月後には「青葉園」の

ご本人と親御さんとの懇談会をするなど地域交流

隣に仮設のホームが建った。

を活発に行っていた。
⃝親御さんも年をとり、泊まる練習をしよう！と自

■下郡山氏

立体験として親がお金を出し合い、家を借りての

『大震災と障害のある人の暮らし』

宿泊訓練「自立プログラム」を経験していた。

○守る会を結成するまでの当時の様子やご自身の考え
○被災時の「青葉園」や生活の様子

私も皆さんと同じ障害者の親で娘は重症心身障害

⃝震災直後、青葉園に行ったが部屋の中は大変なこ

者で現在 50 歳です。重心や重度重複のある子どもた
ちの教育の場や通所施設がないということで 1975 年

とになっていた。一人の親御さんから電話が来た。
『私の所はなんとか大丈夫だから、○○ちゃんの家

に仙台市重症心身障害児（者）を守る会を結成。1982

をなんとか見にいってあげて。
』と泣きながら電話

年に場所を借りて「支倉つどいの家」を助成金等は

があり『そうか！』と気づく。その後、職員みん

貰わずボランティアを集めながら通所活動をスター

なで利用者全家庭の安否確認を行い、当日の午前

ト。平成 4 年に社会福祉法人を立ち上げ、平成 5 年

10 時頃には全員の安否確認ができた。

に「仙台つどいの家」を発足した。

⃝「青葉園」に集合！と声をかけた訳ではないが一
○震災直後や避難・子どもたちの様子

般避難所には行かず利用者・家族みんなゾロゾロ



集まり「青葉園」での避難生活が 100 日間続いた。

スライドを見ながらの説明

⃝いつも「青葉園」の職員が迎えに行っている『あ

⃝今年で 20 年目。千年に一度と言われた東日本大震

そこに障害のある子が住んでいる。
』と分かってい

災で「仙台つどいの家」は耐震構造でなく地盤も

たから震災時、近所の人たちが集まってくれ壊れ

悪かったためつぶれてしまった。

た家から引き出すなどしてくれた。その中にはド

⃝日頃から避難訓練は行っていて何かあったら一番

クターも含まれていた。そのチームがあとあと救

に重心のクラスへ行こう！と決めていた。震災時
7

は重心の方の車いすが倒れそうになり職員が必死

けですね。

に支えるのが精一杯だった。

下郡山氏

⃝蛍光灯のガラスが割れ落ちてくるため毛布を広げ

はい。そうです。建物はできてもソフト

の部分はこれから頑張らないとならない。

ガラスを防いだ。
⃝「仙台つどいの家」は通所施設。始めの揺れがお

○建物損壊の状況やライフラインの遮断と情報

さまった後、家族の方が迎えに来たが停電で信号

⃝電柱は曲がり建物にヒビが入り窓ガラスは強化ガ

機が止まりかなり苦労して皆さん来てくれた。最

ラスだったが飛んだ。ライフラインが遮断し情報

後の引き取りは夜中の 12 時だった。その後 1 週間

がこなくなった。ただし何かあった時のために

くらいは通所できなかった。

MCA（無線機）を準備していた。震災の前日に届

⃝あとで聞くと重心の方も地震の恐怖で眠り続けす

いた MCA（無線機）を使い、法人本部から各法

ごく疲労していたそうだ。

人施設の状況や安否確認を書き出すなど施設間で

⃝園庭へ避難したがとにかく寒く余震が続くなか壊

情報を分かりあえすごく役立った。
⃝地震と同時にガス・電気・水道が使えず、復旧は

れた建物内からジャンバーや毛布など持ってきて
子どもたちを包んで寒さ対策をした。

1ヶ月後の 4 月 7 日、ガス・電気・水道がやっと使
えると思っていたら早朝の余震でまた遮断され建

○子どもたちの様子

物にも被害が出た。

⃝同じ施設に盲・ろう・重度重複・肢体不自由の方

⃝仙台は内陸部で水道が出る職員の家から車で水を

も通われていて、平らな部屋なら一人でどうにか

運んでもらったり雨水を溜めたりしていた。

歩ける方も地震の揺れでパニック状態になり座り

⃝職員家族も被災者だった。保育所や幼稚園、学校

込んだり駆けずり回ったりしていた。しかも部屋

など 4 月いっぱい休みで職員の子どもを預けるこ

の入口のコンクリートが盛り上がり普通には歩け

とができなかった。

ないため、まずは気持ちを落ち着かせてから職員
○防災のために日頃から決めていたこと。

二人掛りで園庭に出した。
⃝発達障害の方や、てんかんのある方など判断力の

⃝利用者さんが広域から来ているので防災委員会で

ある方はレストランへ外出中だった。震災直後、引

前もって優先順位を決めていた。

率中の職員が 171 に電話をかけ安否確認が一度だ

①

一人親の家庭

け繋がり安心した。その後171は繋がらなくなった。

②

医療的ケアの必要な方の家庭

③

発達障害や多動な子の家庭へ

⃝壊れた建物をみてショックを受けた子や施設を建
てるためにはお金が必要だ！と半年くらい募金の
呼びかけをした子、通所施設やケアホームがつぶ

○通所開始から活動の様子

れ、うつ状態になった子もいた。一時調子が良く

⃝活動場所を探すのに大変苦労した。市からあっせ

なったが今頃になっていろんな症状が出てきて

んしてもらい若林区の障害者センターを重心の通

困っている。心のケアが非常に大切。分かるがゆ

所先として決定。若林区にある「つどいの家コペ

えに大変。楽しい活動やドックセラピー等、様々

ル」のホールに盲・ろう・重度重複の方が通い、

な活動を行っていたのですが……。

なんとか自分で歩いたり意思を表現したりできる

⃝働くことを目指していた方が震災後、家から施設

人は「仙台つどいの家」の園庭にテントを建てて

まで通えなくなり、現在も手を繋がないと歩けな

始め最初は青空教室だったが 3 つのグループに分

い等フラッシュバックする方や留守番ができなく

けて 3 月 18 日から通所をスタート。3 月 24 日には

なった子もいる。

送迎バスが配車されたため全員が通所できるよう

福岡氏 仙台の通信が届いてこの建物ができました。

になった。2か月後仮設を建てるために動き始めた。

この建物もできましたという記事をみて良かった良

福岡氏

かったと思ったが実はこっちの方が出てきているわ

えますか。
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清水さんの精神状態や支えなど話してもら

清水氏

当時は施設長だった。その展開になった時

に何をしなければいけないか ?

の人たちを長いこと待たせることは不可能です。余

ハッキリ分かるも

震がいつくるか分からない、自分で身を守ることが

の。平等性や公平性、対称性などそんなの関係ない。

できない。そしたら閉じこもっているしかできない。

震災だ！

ということで家まで

一人親のところには食料を届けるということは優先

薬をもっていったり泊まったり、支援の本質そのこ

順位を決めてやっていた。通所を開始することが一

との実感を我々はあの時に身につけたような気がし

番だと思った。

ます。そのあとの展開に影響を及ぼしていることが

福岡氏

一つある。大変だったけど誰も死ななかったという

いといけないけど下郡山さんの社会的に引き受けて

こと。青葉園は幸せなことに本人と家族が離れるこ

いるミッションは日中の通所をしっかりと実現して

となく一緒になってそこを乗り越えていくことがで

いるということだよね。

きた。いつもやっていることを、たくさん来てくれ

下郡山氏

るボランティアを使ってやればいい支援の快感が実

ないからレスパイトでうちが盛況でした。

なんでもありや！

感できた。それをよく考えてみると、そうかボラン

そういうことだよね。いろんなことをしな

養護学校の人たち学校がいつまでも開か
……（省略）……

ティアのコーデイネートや情報展開の拠点にもなる。
各訪問していきますから支援拠点にもなるしネット

○大会参加者より質問意見・シンポジストの回答

ワーク形成の拠点にもなる。青葉園は優れた避難所

⃝閉じこもり障害者の方たちが被災した時にどんな

だというふうに評価され、でも今までやっていたこ

行動をとって、どのような対応をしたか分かりま

とと変わらない、そういえば青葉園というは震災前

したら教えてください。

からの避難所であったというのが地域で生活しよう

下郡山氏

としている大変障害の重い人たちは震災前からの被

りのケースがわりと多い。私たちも情報を知っている

災者じゃないかいう風にリアルに思う。そういうこ

ので、あそこの家は買い物に行けないらしいというこ

とやった。我々は次の状況構築へむかう一連のス

とで届けたりしていた。西宮のように家が焼けたり

トーリーです。

しなかったので、なんとか家での生活はできていた。
清水氏 西宮の場合は「青葉園」ができる今から 40

……（省略）……
福岡氏

障害のある子どもたちの兄弟が引きこも

下郡山さんのところの事業所というのは親

年くらい前、未就学在宅のご家庭に『一人ぼっちの

のガッチリしたネットワークがあるみたいで親に結

孤立した家庭を無くしましょう。
』という家庭訪問活

構助けられているといっていたが……。

動があってその経過を引きずって「青葉園」ができ

下郡山氏 仙台は親がある程度子どもを守っていた。

た。一番安全な生き方というのはサービスを利用し

私は自分が親なので親にも厳しい。それぐらいの備

て何かとつながっている人の助けをちゃんと求めて

えはしなさい！ こういう時は頑張れ！ というよう

いるということだと思う。

な何もかもが保護してほしい！ 何もかももたれかか
るな！ というのが違うかな。でも親が全部背負う必

○阪神淡路大震災からその後の「青葉園」

要はないですよ。もちろん。
『助けてー』ということ

清水氏 私は親でもなく同世代のご本人と一緒に 40

は言わなくてはダメですよ。だけれども、そんな時

年近く生きてきたということだけで、その経過の中

はなんとかやれる余力が親たちは普段からやってい

で震災を経験した。現在、親元から離れ 9 人の方が

るから（通所）できますよ。それまで預けていた方

皆さん24時間支援体制で重度訪問介護や重度訪問看

が入所施設から急に返されたら親は何もできない。

護を入れ市営住宅やアパートで生活している。

福岡氏

下郡山さんの最大のミッションは震災後 1

「青葉園」の方たちは高齢化し一番上の方は 70 歳、

週間で通える場を確保したことだと思う。

ご本人は親を看取っていく、お母さんはご本人の顔

下郡山氏

重い障害を抱えた子どもをお母さんは普

を撫でながら本当に達成感のある死に顔をして亡く

段は一人で守っているわけで、お父さんも災害で走

なる。娘として息子としてご本人が親を看取ってい

り回っている。弱い重心の人とか走り回る重度重複

くことを支援するのが我々の役目であって、親亡き
9

後は大丈夫ですよ。この人ちゃんと保護しますから

ろえる。案外アナログがいい。足踏み式の吸引器、

という話では全くないというリアリティーの中に私

手回しラジオ、石油ストーブ。マニュアルに振り回

たちはいる。最後の最後まで人は役割をもって生き

されてはいけないが基本的なものは必要だ。心の準

ている。親御さんを見送った後ご本人はみな自立さ

備や話し合いは必要。

れている。ご本人が本当に役割をもつ地域の一人の
人間として尊重されて生き続ける街をつくれるの

○最後に

か？

清水氏

というのが私の社会福祉協議会の究極の目標

一人ひとりの存在が輝く行政のまちづくり

です。震災のことが覚醒させたのかもしれないが、

こそが災害から命を守る。一人ひとりの存在の価値。

そういうことが最も重要だと思う。

一人ひとりが役割をもつ存在として価値的存在とし
てそこにいるということがとても大事なこと。

○震災の非常時おけるあの時（まとめ）

下郡山氏 毎日するべきことをちゃんとやっていく。

下郡山氏

今回、新しく建てるにあたっては太陽光

それを継続されていくことが一番大事だと思う。普

にして緊急時に電源を確保することにした。発達障

段から繋がりをつくること。やるべきことを主張し

害の方は急に暗くなると不安があるので 3 か所確保

たり重い人たちの命の大切さを訴えてきたことだと

して電動車いすや吸引に備える。明かりの確保とい

思う。

うことを考えた。肢体不自由の人たちには建物が大

（休憩）

事、一人で逃げられない人たちの建物は強固にする

全体会

必要がある。照明器具は埋め込み式、ロッカーは作

前年度大会報告

り付けのものに。
「青葉園」から送迎用に使っていい

瓜宇

一美 氏

大会決議

よと車を運んでもらいとても助かった。ナースや PT

大会旗引継ぎ

長野県より栃木県に引き継がれた

時期開催県あいさつ

の派遣が必要だと思った。調理員はとてもひどい環

栃木県肢連会長
木村雄三郎氏

境の中での調理になる。衛生面に気をつけること。

閉会のことば 長野大会副実行委員長 三井典子氏

盲・ろう・重度重複の現状が分からない人たちを避

情報交換会

難させることは大変だった。備蓄品最低 3 日以上そ

大会参加者の感想
杉並区

長野大会に参加して
特定非営利活動法人そよかぜ 事務局長

柴田

広己

今回の長野大会には杉並区肢体不自由児者父母の

初は電話やメールなどを使っての連絡を取っていま

会が運営する自立生活体験ホームの介助委託を受け

したが、次第に通話などに規制がかかるようになっ

ている職員として参加させて頂きました。

てしまったので、実際に自宅に伺う方法に変更しま

今回のシンポジウムのメインテーマが「災害から

した。しかし、余震が続いていたり公共交通機関が

障害児者の命を守るには」という事で、阪神淡路大

止まってしまった事で道路に人が溢れているような

震災・東日本大震災それぞれの経験者がみえ、当時

感じで自宅に伺うまでに時間がかかったり、自宅に

の現場の生の声を聞くことの出来る絶好のチャンス

伺っても本人や家族がまだ帰って来られないという

だと思いました。

事で最終的に全利用者の安否確認が終わったのは翌

私も東日本大震災の日はかなりの揺れを感じ、す

日になってしまうような状況でした。

ぐさま利用者の安否確認を行うようにしました。当

震源地から離れた東京での経験と震源地で被災さ
10

れた方達を比較する事は出来ないと思いますが、今

介護職員として労働面での協力も期待できるのでは

回シンポジストの話を聞いている中でもし自分が震

ないか。特に今回の東日本大震災の時に、全国で

源地で被災した場合はどうしたらいいのか、また事

ショートステイとして約2,000床を空けて協力すると

前にどんなことをしていれば良いのか考えながら聞

連絡があったと聞いたときは本当に驚きました。

いていました。

今回参加させて頂いた事で、東日本大震災当時に

二人の話の中で特に印象的だったのは、やはり平

自分自身も平静時からやらなければいけないと思っ

静時からのネットワーク作りが重要なのだという事

ていた事も時の経過と共に風化してしまっていたと

でした。ネットワーク作りも、まずは地域とのネッ

再認識させられました。今回の事をきっかけに平静

トワーク作りが必要である。日頃から民生委員をは

時からするべき事を継続して行なうようにし、また

じめ地域の方達と関わることにより、災害時に避難

利用者だけでなく関係者や地域の方達とのネット

する際の声かけや手助けにつながるのではないか、

ワーク作りを更に進めていきたいと思いました。

また施設が災害時に必要とされる資源そのものにな

最後に、障害児者と共生していく立場として今回

れるのではないか。次に、出来るだけ広い範囲で同

だけでなく、次回以降も積極的に参加させて頂きた

じような形態の施設等とネットワークを作ることで、

いと思いますので、宜しくお願いいたします。

一時的にでも避難先としての受け入れや、現場での

台東区

長野大会に参加して
生活ホームりんご村職員 信夫

廸那

兵庫県にある西宮市社会福祉協議会青葉園は障害

1993 年にできた通所更生施設である。震災当日、激

の重い市民の地域活動の拠点として生まれ、一人ひ

しい揺れに襲われ重い知的障害や盲、ろう、肢体不

とりが自分らしく暮らしていくための「自己実現プ

自由、自閉症を重複している利用者は何が起きたの

ログラム」
、地域の活動に参加し、まちづくりをすす

か状況判断ができずにパニック状態になった。重症

める「社会参画プログラム」
、地域で暮らし続けて行

心身障害者である利用者は天井から降ってくる蛍光

くため、宿泊体験を重ねて行く「自立プログラム」

灯の破片を避けることができないため、職員が必死

等を行なっている。阪神淡路大震災発生当時、安否

に車イスが転倒しない様に押さえ、毛布を広げて物

確認の際に有効だったのが、通所の送迎時に利用者

が落ちてくるのを避けた。地震後は、いつ余震があ

宅の玄関までではなく、寝床まで迎えにいっていた

るか分からない中、障害のある子を置いて支援物資

ということだった。家が崩壊していても本人が普段

を貰いに行くことができないという状況が起った。

どの場所で寝ているのかはもちろん、荷物や薬の場

そのため、つどいの家は一刻も早く日中過ごす場所

所まで職員が把握していた為、安否確認や避難が容

が必要であると判断し、被災してから二週間ほどで

易であった。また、地域住民の方が「この家庭に障

施設を開所した。ライフラインが遮断され、情報の

害者が住んでいる」ということを把握してくれてい

共有ができない中で役に立ったのが法人全体の事務

た為、動ける方や地元のドクターがすぐに駆けつけ

所に設置していたＭＣＡ無線機だった。利用者・職

て救助に入ってくれた。これは、普段から地域の方

員の安否確認や建物の被害状況、道路状況等の情報

との交流があったことが大きかったという。震災時

交換ができたため、誤報等も判断することが可能だっ

には薬の問題もあり、避難先で薬がなく、病院で処

た。また、毎月市内はもちろん全国に会報誌を発行

方してもらうにも震災発生から数日間は不可能に近

し、重度障害者が多いことを発信していたため、市

く、他人の薬を分け合って飲んだ。普段から、病院

外からはたくさんのボランティアが駆け付けてくれ

に職員が同行し薬の種類を把握していたから可能で

た。様々な場所から支援物資や義援金も頂き、とて

あった。

も心強くありがたかった。現在、震災から 2 年が経

宮城県にある社会福祉法人「仙台つどいの家」は

ち建物を復興させることはできたが、震災のショッ
11

クで一人での通所や留守番ができなくなった利用者

ことを知ることができた。地域との繋がりの重要性、

やケアホームと通所先を同時に両方なくし、状況を

普段からの関わりがあるからこそ可能であった非常

理解できるが故に鬱状態になってしまうなど、利用

事態での対応、改めて慣れ親しんだ地域で暮らすと

者の心の傷も大きく今後も抱える課題は多い。

いうことの重要性を実感した。被災した当事者の震

今回のシンポジウムで災害時の状況、有効な安否

災発生時、復興時の生の声を聞くことのできる貴重

確認の方法など、実際に被災したからこそ分かった

な機会を作って頂きありがとうございました。

江東区

大会に参加して思う事
江東区肢体不自由児者父母の会カリヨンの会会長 松井

7 月 27 日、松本市で開催された長野大会。連日の

多美子

そして私達も会員一人一人の現状を理解していな

猛暑でさぞかし暑いのかと思い松本駅に降り立った

くてはならないと思いました。

ところ、東京と違い澄んだ空気で心地よい印象をう

シンポジウムはコーディネーターの福岡寿氏の

けました。

アップテンポな進行であっという間の時間でした。

今回の大会のテーマ「災害から障害児者の命を守

清水氏、下郡山氏の話はリアルでしたが震災を経

るには」と興味深いテーマでした。

験されていても悲観的なところもなくその大変な経

阪神淡路大震災から東日本大震災までの関係者の

験をさらに活かしたくさんのネットワークを広げつ

方々の体験を聞き、自らが備えるべき事、今後の行

つ未来への展望につなげているところには本当に感

政への働きかけ及び地域との日頃の関り、連携の必

銘を受けました。

要性を感じました。

「障害者の一人一人が役割を持ってここに居る」と

私達障害者家族の理解はまだまだ低く、理解を深

清水氏がおっしゃったこの言葉が心に残った 1 日で

めるために、地域活動への参加が大きな課題だと思

した。

いました。

第 46 回全肢連全国大会報告
広報部

濱川浩子

鈴木久美子

木村知鶴

平成25年10月26日、27日沖縄県那覇市パシフィッ
クホテル沖縄において、第 46 回全国肢体不自由児者
父母の会連合会全国大会が開催されました。約 700
人の参加があり、東肢連からは 34 人の参加がありま
した。
「ゆいまーる精神は福祉の原点」を大会テーマ
を基に大会式典、基調講演、記念講演、シンポジウ
ムが行われました。
始めに大会式典は、木村雄三郎全肢連副会長の開
会の言葉に始まり、新里吉弘大会実行委員長あいさ
つ、清水誠一全肢連会長の主催者あいさつ、来賓祝
辞、来賓紹介、祝電披露などが行われました。

寸劇風景
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基調講演

伊是名さん

シンポジウム

開会式典後、第一部は寸劇と基調講演が行われ、

地域におけるサービス資源を有効に活用していきま

寸劇ではテーマを、①特別支援学校における医療的

しょう。26 年 4 月には、総合支援法の施行により、

ケアについて、②生活介護等の支給量について、③

重度訪問介護を使えるようになります。行動障害（知

地域間格差は何故生じるの？ とし、沖縄の方言等を

的・精神）も考えているが、行動援護をまず利用す

取り入れ提議しました。

ることを考えています。今までグループホーム等が

その後、基調講演で、厚生労働省 社会・援護局

考えられていたが、広く行動障害の知識を持っても

障害保健福祉部障害福祉課 辺見聡課長、文部科学省

らいたいと思っています。支援のバックアップは発

初等中等教育局 特別支援教育課 分藤賢之特別支援

達相談支援センターが市町村を支援していますが、

教育調査官から説明が行われました。障害福祉の法

事業所の支援もしています。ケアホームとグループ

改正が行われているが、まだまだ問題があると思い

ホームの一元化により、旧ケアホームは、区分 2 以

ます。医療的ケアが必要な場合、平成 24 年の児童福

上でなければ入れませんでしだが、2 以上でなくて

祉法改正で、児童発達支援と生活介護を一緒にする

も可能になりました。

ことが可能になり、デイを使った重心に対応する生

特別支援学校での医療的ケアについては、一定の

活介護が可能になり、卒業後、地域における資源の

研修を受けた教員、ヘルパーが学校で行える医行為

整備が、重心の地域生活のモデル事業を行っていま

としてできるようになりました。特定の者について

す。しかし、関係機関とのネットワークの構築、事

研修を受け（第三研修）
、今まで行って来た教員は、

業所への支援、個人への支援、医療的支援は、日常

法の下にやりやすくなったのではないか、医療的ケ

的な関係がない中での急な受け入れは難しいです。

ア実施においては、保護者の役割が大切であり、下

医療型短期入所は福祉型よりも報酬が高くなってい

校後の生活の情報を教員と共有し、保護者と教員が

ます。24 年から対称医療機関として法人格がない医

一緒に確認しながら進めて行くことが重要です。た

療機関にも、医療型ショートでなく訪問型として行

んの吸引等の際、それまでは看護師の所へ連れて行

えるようになっています。介護職が医療的ケアを行

くか、看護師を呼んでいたため、授業に参加できな

うことは負担が多くなるということで進めてきまし

くなっていましたが、その都度、側にいる担任がで

たが、研修を受けたヘルパーの医療行為に問題があ

きれば、授業へのモチベーションも保たれ、子供も

れば再度検討いたします。看護師配置のない通所型

安定した中で授業に参加でき、担任との信頼関係も

サービスの場合、あった場合も考えてみます。地域

できるのではないかと考えます。教員も、たんの吸

間格差が生じるわけは、地域におけるサービス事業

引により、子供の心身状態もより深くわかるように

所が少なく、人口が少ない所では、事業所を起こし

なるのではないかと考えます。相互の信頼関係の深

ても利用者数が十分でないと考えられます。事業の

まり、医行為ではありますが自立活動として行われ

可能性が少ないと考え、国では加算等の工夫をして

ております。たんの吸引を行うことは、看護師が中

いますが、介護保健の事業所を利用していくなど、

心となり行われています。生活介護の支給量の決定
13
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は、原則の日数は 22 日となっており、平日は外にい

と思ったとおっしゃっていましたが、良かれと思っ

るとの考えから、精神状態不安定等で、22 日を越え

ての行為が実は相手にとっては大きなお世話？に感

てもいいという市町村もあります。介護者が仕事を

じられることもあるのではないかと思いました。

辞めたら支給量が減ったというが、元々22 日を越え

26 日の夜には、会場をロワジールホテル那覇に移

ての支給だったのなら仕方のないことで、22 日を越

し情報交換会が行われました。琉球舞踊、指笛、抽

えてないと考えると、介護者の状況により良くなっ

選会等のアトラクションもあり、盛りだくさんの内

たり悪くなったりするため、介護者の就労をどう考

容でした。

えるのかが難しいです。看護師の配置については、

2 日目の 27 日には、
『ニーズに応えるためフット

重度生活介護、福祉サービスにおいて、重度生活介

ワーク・チームワーク・ネットワークの最大活用の

護には、看護師配置をするが、福祉サービスにおい

術について』と題してのシンポジュウムが行われま

ては、重心が中心でなければ、看護職はいらないこ

した。

とになっています。地域におけるニーズについて関

沖縄大学人文学部福祉文化学科准教授 島村聡氏

係者間でどういうサービス資源が少ないのか、介護

をコーディネーターに社会福祉法人五和会医療型障

保健の中で、療養介護、介護保健、障害福祉サービ

害児入所施設名護療育園施設長 泉川良範氏、社会福

スの提供として、看護師配置が大切です。厚労省ホー

祉法人まつみ福祉会法人事務局課長   保田隆生氏、

ムページに 24 年度モデル事業について検索してみて

NPO 法人わくわくの会さぽーとせんたー i 所長  小浜

ください。

ゆかり氏、沖縄県肢体不自由児者父母の会連合会本

引き続き、伊是名夏子さんによる『助け合うって

人会代表  平田聖人氏の4名のシンポジストにより進

どういうこと？』と題し記念講演が行われました。

められました。

沖縄生まれの沖縄育ちで、骨形成不全という、骨の

泉川氏からは、重症心身障害児施設が地域に開か

折れやすい障害があり、車いすでの生活ですが、小

れるための課題として、
「重心児医療の役割を変え

中学校は養護学校に通い、高校は地元の高校に進学

る」
「地域の資源につなげ、協働する」
「医療モデルか

し、東京の大学に進み、一人暮らしをし、カンボジ

ら地域モデルへ」とするキーワードが、メッセージ

アの孤児を支援する NPO 活動に所属したり、海外留

として「医療も含めたフラットなチームワーク」と

学もしたりとアクティブな方です。講演の中で、何

語られました。

度もペアを作り、相手の話を聞くこと、否定せずう

次に保田氏からは、地域社会を築いていくために

なづくこと、等々中々普段できそうでできないこと

は、
「施設の多機能化でニーズに応える」
「地域の資

にチャレンジした感じでした。また、留学中に思っ

源を拡げる」
「地域の組織化でニーズを拾う」とする

た事の中に、日本だったらドアの前に車いすの人が

キーワードが、メッセージとして地域主体の NPO の

居たらスッと開けてくれるが、外国では、開けましょ

設立や共に生きる町カフェのオープンすることによ

うか？と聞いてから行動してくれ、それも良いな、

る「地域とのさらなるネットワークつくり」が語ら
14

れました。

25 日前夜祭

次の小浜氏からは、相談支援専門員・作業療法士
の立場から「埋れたニーズを掘り起こす」
「地域のい
い資源を開発する」
「地域生活支援モデルへ」とする
キーワードが、メッセージとして「相談支援者が積
極的に出ていくフットワーク」が語られました。
平田氏からは、本人会活動を通じて感じたことと
して、「当事者主体の活動へ」
「地域を素敵な資源に
していく」
「当事者主体モデルへ」とするキーワード
が、当事者が望む暮らしとして、権利は必要だから
使うのと使えるから使うのは違うということ。地域に
いても隣の人を知らないでは地域にいないことにな
るという課題がある。そして「当事者主体となって
進める町おこし」というメッセージが語られました。

ハンディーサポートふれんど、特定非営利活動法人

閉会式では、大会決議文が採択され、沖縄県肢体

吹矢 de 元気！協会、ハンドアーチェリー・フェス

不自由児者父母の会連合会 新里会長からの開催地

ティバルが参加しました。

謝辞。次期開催地の愛知県肢体不自由児者父母の会

最後に、大会前夜の 25 日には、首里天楼別邸にお

連合会 中神会長からの挨拶があり、大会は、終了し

いて前夜祭が行われました。琉球サンバ、フラダン

ました。

ス、三線ライブ、エイサー等、盛りだくさんの歌や

今回の沖縄大会においても『全肢連地域支援見本

踊りで盛り上がりました。台風 27 号の接近に伴い予

市 ばりあふりーフェスティバル 2013 in 沖縄』が開

定されていた美ら SUN ビーチでのビーチバーベ

催されました。沖縄県肢体不自由児者父母の会連合

キューが中止になってしまったのは残念でしたが沖

会、コカコーラファンステーション、動作法を学ぶ

縄のバイキングやアトラクションで観光しなくても

親の会はずき会、セルフサポートセンターぴゅあ、

十分に沖縄を感じることが出来ました。

大会参加者の感想
武蔵野市

沖縄大会で学んだこと
武蔵野市肢体不自由児者父母の会 会長 伊藤

雪子

数日前から気をもんでいた台風も影響なく、大会

答がなされました。しかし全体の関連性と流れの中

前日に到着しました。空港を出たとたん海の香りが

での説明で、時間の関係もあり、かなり駆け足とな

漂い、ブーゲンビリアの花に南国を感じましたが、

り、わかりづらい部分もありました。制度の要綱の

気温はあまり高くなく抜けるような青空もありませ

受け取り方で支給量が変わるということもあるよう

んでした。

で、地域格差に関しては、各地域の行政とのやり取

大会は翌 26 日、セレモニーの後、お国ことばが混

りとなるのでしょう。

じった寸劇から始まりました。掛け合い漫才のよう

記念公演は、伊是名夏子さんの「助け合うってど

にテンポよく、障害者福祉の問題点を楽しく指摘す

ういうこと」でした。伊是名さんは生まれつき骨形

るものでした。その指摘を受け、基調講演で厚生労

成不全症という障害を持っていらっしゃいますが、

働省、文部科学省の各担当課長より質問事項への回

健常な人が及びもつかないバイタリティーと、南国
15

の太陽のような明るさで人生を切り開かれました。

最終日はシンポジウム「ニーズに応えるためフッ

大好きな男性と結婚、お子さんも出産なさいました。

トワーク・チームワーク・ネットワークの最大活用

障害があっても初めからダメと諦めず、自分の望ん

の術について」でした。障碍者にかかわる各分野の

だ未来に向かって前向きに歩まれている姿に感動し

シンポジストが、障害者が地域で豊かに暮らすため

ました。

には何が必要なのかについて、熱く語られました。

講演の中で、
「ペァ－ワーク」と言って 2 人一組と

課題について必ず障害当事者の意見を聞きながらの

なり時間を決めて課題について話し合うという作業

コーディネートは良かったと思います。最後にコー

を、参加者全員で行いました。それは障害を持って

ディネーターの「ネットワークを作るコツは、新し

も持たなくても、
「自分のことをもっと大事にし、時

いものを作るのではなく、今あるものを活用するこ

には甘え上手になることが必要。相手に自分のこと

と。それに専門家が奉仕すること」とおっしゃった

を伝え、助けを求め、助けられ上手になる」そして、

ことが印象に残りました。

同じ障害の人とつながることが必要だということで

最後に、沖縄の皆様のおもてなしの心に感謝し、

す。伊是名さんの生き方は、障害のある人だけだは

短い訪問で沖縄の歴史的遺産に触れることが出来な

なく、私たち親や今の厳しい社会に生きなくてはな

かったことを残念に思いながら、帰宅の途に就きま

らない若者たちへの無言のエールといえるでしょう。

した。

中野区

全国大会沖縄にて
中野区肢体不自由児者父母の会 安本

誠

全国大会（10 月 26 日、27 日両日）は沖縄県那覇

やすい障害をお持ちの女性でした。移動は車椅子を

市にあるパシフィックホテルというすばらしいホテ

使い、現在育児でてんてこ舞中の話から始まりまし

ルで開催されました。

た。幼いころからこの病気とともに生活をされて、

今回の大会では、前夜祭を沖縄県肢連のスタッフ

そして普通高、大学に進学、その中で留学まで行か

の方々そして会員の方々が企画していただきました。

れたという経験を持つ方でした。人は、障害者につ

おいしい料理とお酒、そして沖縄の歌や踊りを披露

いて「できない人」
「大変な人」
「かわいそうな人」と

していただき、沖縄の雰囲気を味わうことができ、

見てしまい、また障害者本人は、頑張ってしなけれ

また大会の高揚が高まったような感じがした前夜祭

ば、努力しなければ、という思いが強くなりお互い

でした。

が疲れてしまう、だからこそ障害者は、自分のこと

大会会場に入ると県道肢連の父母の会の方々、ボ

をしっかり伝え、甘え上手、助けられ上手になるこ

ランティアの人たちが私たちを暖かく出迎えていた

とも必要なことと話されました。彼女は、いろいろ

だきました。今回のテーマは、
『ゆいま～る精神は福

なところで、また場面で自分を考え、そして行動を

祉の原点』(= お互い助け合う精神 ) という大会テー

してきたたくさんの経験から自分ができること、で

マで基調講演、記念講演、シンポジウムと進む大会

きないことを客観的に見られる方であると感じまし

でした。

た。

基調講演では厚生労働省、文部科学省の方への質

大会 2 日目、4 人のシンポジストを招いてのシンポ

問事項をベースに回答形式の講演でした。多様化す

ジウムでした。障害児者の生活について 4 人の方々

る重度障害児者の生活の場、学校の場での医療的ケ

から医療に携わる医師、元作業療法の先生、施設を

アを含む福祉、教育の確保そして充実が求められる

運営する方、そして沖縄の父母の会連合会本人会代

内容でした。また離島、僻地への福祉サービスの支

表当事者の方の話があり、いろいろな方向から障害

援策についても話が及び、地域間の格差問題も大き

児者の問題を投げかけられました。

な問題としてのぼりました。

最後に大会の決議文で閉められ、意義のある沖縄

また記念講演では、骨形成不全症という骨が折れ

の大会でした。
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新宿区

ゆいまーる精神は福祉の原点
新宿区肢体不自由児者父母の会 副会長 永井

台風が到来した中、飛行機が飛ぶかと心配しなが

節美

る」と言うそうです。

ら羽田空港へ。無事に到着した沖縄では雨は降って

記念講演の間にペアワークという時間が設けられ、

おらず、少し強い風が吹いていましたが東京よりも

参加者全員が二人一組になり、与えられたテーマに

暖かったです。

ついて３分間に交互に聞き役・話し役にまわり、実

前夜祭は、琉球サンバ、フラダンス、学生さん達

際に「助け合う」ということにチャレンジしました。

によるエイサーの一糸乱れぬ音楽と唄、美味しい沖

ペアワークを通して、親は子どもの話をこんなに口

縄料理と沖縄カラー一色でした。台風の影響で会場

を挟まずに聞いていなかったことに気づき、聞くこ

が屋外（ビーチ）から屋内に急遽変更となり、担当

との大切さを痛感しました。そして、助け合うとは

の方は大変だったと思います。楽しい時間をありが

対等である。助け上手は助けられ上手。支え合うこ

とうございました。

と。日本は昔から我慢が美徳という風潮があります

大会一日目は、宿泊したホテルの２F の会場で行

が、時には甘え上手になり相手に自分の事を伝え、

われました。基調講演は文科省の分藤賢之さんと厚労

助けを求めることがあってもよいのでは、というお

省の辺見聡さんが、講演に先立って行われた「寸劇」

話を聞いて目から鱗が落ちるとはこのことかと思い

で出された要望や質問に答える形式で行われました。

ました。

多様化する重度障害児の医療的ケアについて、沖

2 日目のシンポジウムのテーマ『ニーズに応える

縄には実施できる教員が一人しかいない。保護者の

ためフットワーク・チームワーク・ネットワークの

学校待機が必要。校外学習は親が付き添はないと行

最大活用の術について』では当事者や現場の専門職

けない。などの現状に対し、元特別支援学校の先生

の方々の声が聞けました。

をしていた分藤さんは現場を熟知されておりました。

新しいものを地域で作るには時間がかかる。既に

身近にいる教員は子どもの心身の状態を深く理解し

あるものを使う。その事に専門性を持った人が係わ

ており、教員が適切なケアをすることでよりよい教

り奉仕する。それが専門職の役割、と話される医師。

育ができるので、実務者研修の必要性が重要である

施設に入所していたため社会性が乏しく、気が付く

と話されました。現場を知り、理解して下さる方が

と自分で判断できない大人になっていた。そう言う

いる事は親にとって心強いかぎりです。

当事者から「こんな大人を作らないでね」と言われた

記念講演は、骨形成不全症と言う障害があり大学

ことが忘れられない。だから地域で係わり生活する

を卒業、結婚もされ、3 カ月前に出産され子育て中

ことが重要ですね、と話される相談支援専門員。等々。

の電動車いすの伊是名夏子さんが『助け合うってど

来賓の那覇市長の挨拶の中での「いい暮らしより

ういうこと？』をテーマにお話されました。沖縄で

楽しい暮らしを」と言うキャッチフレーズの通り、

は「助け合う」の事を大会テーマにある「ゆいまー

沖縄の風土に癒された大会でした。

北 区

全国大会に参加して
北区肢体不自由児者父母の会 副会長

27 号台風とすれ違いざま、私は 10 月 25 日から 27

田中

淳子

戦争の最後の決戦地となった沖縄をこの目で確かめ

日にかけて沖縄で行われる全国大会に参加すべく羽

ようとタクシー運転手の比嘉さんに案内して貰った。

田空港を出発、2 時半過ぎには那覇空港に降り立っ

女子学生の悲惨な最後をとげた地に建てられた「ひ

た。

めゆりの塔」
、戦後 50 年の 1995 年に建てられた平和

私は沖縄は初めて。大会に先立ちかつての太平洋

記念公園内の平和の礎等を見て廻ったが、23 万余の
17

名が刻銘されている礎の列に私は衝撃を受けた。こ

ワークの最大活用の術について」
。コーディネーター

んなにも多くの人々が亡くなられたのだと。戦争は

は沖縄大学人文学部福祉文化学科准教授の島村聡さ

愚かな行為だ、決して繰り返してはならないと強く

ん、シンポジストに五和会医療型障害児入所施設名

感じた。私達の子供、障害者は平和な世にこそ生き

護療育園施設長の泉川良範さん、まつみ福祉会法人

ていけるのだから。

事務局課長の保田隆生さん、NPO 法人わくわくの会

首里城に向かう道すがら比嘉さんに聞いてみる。

さぽーとせんたー所長の小浜ゆかりさん、沖縄県連

「オスプレイ見ました？」
「見たよ。震動が大きいね」
、

本人会代表の平田聖人さんで、それぞれが一人一人

又「ここは米軍のミサイル基地で道路の反対側は自

を大切に活動されており、当たりまえのことながら

衛隊の基地」という説明。住宅地のすぐ側にある基

地域とのつながりの大切さ、ネットワーク作りの努

地、米軍機が墜落すれば大惨事になるのは必須だ。

力、皆で一緒に支え合ってあるものをうまく使って

「でも沖縄には仕事がないので基地に依存事も多々あ

いく、障害当事者が中心になって物事を進めていく

るのでね。」、難しい問題だ。

ことの大切さ、それには自分の意志をきちんと伝え

大会第一日目、大会式典のあと今沖縄のみならず

られる様子供を育てること等々、時間が足りなくな

全国で課題とされる特別支援学校に於ける医療的ケ

る程の内容で熱意が伝わった。

ア、地域格差、生活介護の支給量等を内容とした寸

沖縄の方は様々な課題を抱えてはいるがとても活

劇があり、厚生労働省の辺見聡さん、文部科学省の

力にあふれており、有意義な時間を過ごすことが出

分藤賢之さんの基調講演はその内容を踏まえたもの

来て皆さんに感謝です。

であった。
記念講演には沖縄生まれの、骨形成不全症という
障害をもつ 31 歳の伊是名夏子さんで、
「助け合うっ
てどういうこと ?」という題目。大変な障害を持ち
ながら常に明るく前向きに生きていく姿に拍手がわ
いた。
夜は情報交換会。沖縄ムードいっぱいの中、親し
く再会を語り合った。
大会二日目はシンポジウム。テーマは「ニーズに
応えるためのフットワーク、チームワーク、ネット

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」を発送させていただきます。
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