
 
 
 
 
 
 
 
 
 

障害者自立支援法→ 
障害者総合福祉法→ 
障害者総合支援法案 
「公約」も「約束」もほご！ 

 
 障害者が生きていくのに必要な支援を
「益」とみなして負担を課す自立支援法へ
の怒りと廃止を求める、障害者・その家族
たちの支援法廃止の運動の広がりに押さ
れ、民主党が、障害者自立支援法の廃止し、
抜本的な新法を作ると公約に掲げて政権
交代を遂げてから２年半を経た。 
 民主党政権は、自立支援法施行と拙速な
応益負担の導入などを行ったことを反省
し、平成２２年１月７日、障害者自立支援
法違憲訴訟原告団・弁護団と国(厚生労働
省)は基本合意書を交わし、和解した。合
意書の冒頭には「１・障害者自立支援法廃
止の確約と新法の制定・国(厚生労働省)は
速やかに応益負担(定率負担)制度を廃止
し、遅くとも平成２５年８月までに、障害
者自立支援法を廃止し新たな総合的な福
祉法を実施する。」と述べられていた。 
 民主党政府が平成２１年１２月に発足
させた障害者らが自ら参加する「障がい者
制度改革推進会議」の総合福祉部会は、障
害者自立支援法の廃止と新たな「障害者総
合福祉法」の制定に向けた１年半の精力的
な議論を経て平成２３年８月３０日に「骨
格提言」をとりまとめ、政府に提出した。 
 障害者総合福祉法について、この提言に
基づくものにするよう求める意見書の採
択が宮城県議会・仙台市議会を含めた１２
県、８政令都市、１６６市町村に広がった。 
 仙台市議会の意見書は、「障害の種類や
程度、家族の状況、経済力、居住する自治
体にかかわらず、障害者自らが選んだ地域
で自分らしく暮らせる社会を実現するた

めには、・・・障害者等の意見が十分に反
映された「障害者総合福祉法」を着実かつ
速やかに制定する必要があります。」と強
調している。 
 一方、政府は提言を受け、支援法に代わ
る法案として「障害者総合支援法」を今通
常国会に上程した。然し、法案は法の名称
や目的・理念など障害者自立支援法のごく
一部を改正するに過ぎない。 
 自立支援法は、障害が重くサービスを必
要とする人ほど自己負担も重くなる「応益
負担」を導入した。これに対して「骨格提
言」は「障害の種別、軽重に関わらず、障
害者がない人と平等に社会生活上の権利を
行使できるために必要な支援を法的権利と
して総合的に保障」することを目指してい
る。障害者の関係者から、政府案は提言を
無視しているとの批判が上がっている。 
 「骨格提言」は、サービス利用料につい
て「原則無料」を求めているが、政府案は、
「原則無料」を見送り、法が改正されても
「一割を上限に家計の負担能力に応じて
負担する」仕組みは変わっていない。 
 前記の基本合意によって、平成２２年４
月から、障害者福祉サービスの低所得者の
負担上限額がゼロ円となり、制度としての
応益負担が残っていてもその負担は全額
軽減されることになった(ただし、課税世
帯ならびに自立支援医療費などの応益負
担は継続)。確かに障害者制度改革は民主
党政権になって充分とは言えないまでも
前進したが、一番の目玉である自立支援法
の廃止はならなかった。障害者の願いに沿
った法改正に向けての今後粘り強い運動
の継続が父母の会をはじめ障害者支援団
体に求められている。 
 
「私たち抜きに私たちのことを 

決めないで」！  

宮城県肢体不自由児者父母の会連合会 
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  第４５回全肢連全国大会 

  第３２回全肢連東北ブロック大会・宮城大会 

           日時：平成２４年９月８日(土)～９日(日) 

           会場：仙台市情報・産業プラザ(アエル５階～６階) 
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 
 

全肢連全国大会に参加をお願いします    松田 廣勝 
 
 全国肢体不自由児者父母の会連合会(全肢連)の全国大会は、東北大会と兼ねて９月８日

(土)・９日(日)の両日、仙台駅前の仙台市情報・産業プラザ(アエル５・６階)で開催され

ます。 

 元々は福島県で開催する計画だったのですが、昨年３月の原発事故からの復旧がどうな

るかわからない状況から、福島県に代わって宮城県肢連が開催を引き受けることになりま

した。 

 全国大会の開催を引き受けることにはしたものの、具体的にどんな大会にするのが良い

のか、参加される方にとってどのようなプログラムが良いのかアイデアがなかなか浮かび

ません。そこで、毎月２回全肢連から発行されている情報誌「響」を読んだり、厚生労働

省のホームページで障がい者制度改革推進会議やその下に設置されている総合福祉部会の

資料を読んだりと、我が国の障害者福祉はどんな方向に向かっているのか勉強しました。 

 「障害者自立支援法」に替わる新たな法律として「地域社会における共生の実現に向け

て新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案」(障害者総合支

援法)が３月１３日に閣議決定され、第１８０回通常国会に提出されました。ゴールデンウ

ィーク前には衆議院を通過し、参議院に送られました。この記事を皆さんが目にされてい

る頃には参議院も通過し、法律として成立しているかもしれません。この動きからは障害

者福祉は前進しているように見えますが、中身を見ると疑問符がいくつも付くようです。 

 昨年８月３０日、総合福祉部会は「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提

言」を取りまとめましたが、厚生労働省が作成した法案では、この骨格提言が一部しか反

映されていないことから、今年２月８日に開催された総合福祉部会では「サギだ」「約束と

違う」など怒りや不満の声が噴出しました。 

 このような動きであることから、全国大会では「これからどうなる？障害者福祉」と題

したパネルディスカッションを行うことにしました。 

 また、「災害を乗り越えて幸せに暮らすには～己の持つ絆を再確認しよう～」と題した市

民フォーラムを開催し、昨年の東日本大震災で私達が経験した苦労を全国の皆さんにお話

しすることにより、中・西日本にも襲来が予想される地震や津波に備えていただきたいと

思っています。 

 硬い話だけではつい居眠りしてしまいますので、大いに笑って明日への活力につながる

ような企画も考えました。ＮＨＫのＥテレなどで活躍している全盲の落語家、桂福点さん

のバリアフリー落語「大笑いゼーションでノーマライゼーション」です。たいへん楽しい

ものになると思っています。 

 会員の皆様にはぜひ一人でも多く参加してくださるよう、お願いいたします。 
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第４５回全肢連全国大会・第３２回東北地区大会宮城大会 
 

テーマ    ２１世紀の障害者福祉は・・・ 
 

■開催期日   平成２４年９月８日(土)～９日(日) 

■会場     仙台市情報・産業プラザ ５階多目的ホール ほか 

 

【第１日】 ９月８日(土) 

  11:30～     受付開始 ５階 多目的ホール「ホワイエ」 

  12:30～13:20  開会セレモニー 

全肢連歌斉唱、物故者へ黙祷、主催者挨拶、来賓祝辞ほか 

 

◇第一部 記念講演＆パネルディスカッション◇ 

    13:40～15:10  記念講演 バリアフリー落語   桂 福点 氏（落語家） 

「大笑いゼーションでノーマライゼーション」 

    15:20～17:00  パネルディスカッション「これからどうなる？障害者福祉」 

コーディネーター 三浦 剛 氏(東北福祉大学 教授) 

パネリスト   厚労省担当者 

        文科省担当者 

        石橋 吉章 氏(全肢連理事・元総合福祉部会構成員) 

        佐藤 秀美 氏(障害者支援施設「不忘園」施設長) 

 

◇第二部 情報交換会◇ 

    18:30～20:00  情報交換会 ５階 多目的ホール 

 

【第２日】 ９月９日(日)   ※一般の参加者は受付が必要です。 

   9:00～        受付開始 ５階 多目的ホール「ホワイエ」 

 

◇第三部 市民フォーラム◇ 

     9:30～11:30  パネルディスカッション 

「災害を乗り越えて幸せに暮らすには～己の持つ絆を再確認しよう～」 

コーディネーター 

北島 宏一 氏(財団法人宮城県肢体不自由児協会副会長) 

パネリスト 

株木 孝尚 氏(ＪＤＦみやぎ支援センター責任者) 

宮城、秋田、青森、岩手、福島(各１人) 

 

    11:40～12:00  閉会式 

大会決議文案採択、開催地謝辞、次期開催県挨拶、大会終了宣言 
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第４４回全肢連全国大会・東京大会 
 

日時：平成２３年９月３日(土) 

会場：東京都文京区シビックホール 
 

 「この子たちが地域社会で普通に暮らす

には」を大会テーマに、記念講演「障害者

権利条約について(尾上浩二氏)」、基調講

演「障害者総合福祉法(仮称)制定について

(佐藤久夫氏)」、に続いてシンポジウム「障

害者権利条約によって、その暮らしはどの

ように変わるか」が行われた。 

 大会参加者数１１４５名、宮城県肢連か

らは４名参加した。 

 

全肢連全国体会東京大会に参加して 

入間川 節子 
 
 平成２３年９月２日・３日「全肢連東京

大会」が行われました、今年は創立５０年

になるのを記念して第一日目は「東京會

舘」で記念祝賀会が、第二日目の全国大会

は文京区の「シビックホール」で行われま

した。 

私は１０年前にも東京大会参加しまし

たが、もう一度東京へ行きたいと思ったの

で、母が会長の岩崎さんへお話をし、また

参加する事になりました。 

 当日は岩崎さん、母と私の３人で、仙台

駅から東北新幹線に乗りました。祝賀会は

３時に開かれるのですが、岩崎さんが式典

が始まる前に、東京會舘の一室で会議があ

るからと、東京に着いたのは午前中でした。 

 岩崎さんの会議が終わる間、母と二人で

昼食を取ったり、区が運営する無料の循環

バスに乗って、ちょっとした東京見物をし

ながら待ちました。そして時間になりエレ

ベーターホールには溢れんばかりの人が

いて、受付の列に潰されそうでした 

 式典が始まり、長年役員として貢献して

くれた人や障害者自立の手本となる人達

が、父母の会からも表彰され、北海道から

九州まで該当者がスライドで紹介されま

した。その中に目黒さんや熊谷さんもいま

した。 

 式典が終わった後に、同じ会場で交流会

が行われました。最初に、アトラクション

として木遣り保存会の人達が木遣りをう

たいながら、会場の端からステージまでゆ

っくり歩く姿は、本物の江戸情緒を感じま

した。私達は、青森県や福島県の人達と一

緒のテーブルになりました。途中から松田

理事長さんも合流しました。バイキング形

式だったので、母が私の分まで取ってきて

くれましたが、人気のある料理には長い列

で取るのも一苦労だと母は言っていまし

た。 

 二日目は地下鉄に乗って、９時３０分か

ら始まる「第４４回全肢連全国大会・第４

８回関東甲信越ブロック東京大会」に間に

合うよう「シビックホール」に向かいまし

た。大会が始まる寸前に障害者権利条約が

施行された事を知らせるために、短期間で

配布資料を仕上げた、事務局に敬意を表す

と言う言葉がありました。そして障害者改

革推進委員会の尾上浩二氏による講演が

始まりました。昼食を挟んで午後からもパ

ネルディスカッションが行われました。ま

た、ホールでも障害者・福祉に関する色ん

なブースがありましたが、その日「東日本

大震災報告会」のブースでは、ＣＩＬたす

けっとの及川智さんと石巻の阿部さんの

報告がありました。私はＣＩＬたすケット

の会員として何度も聞きましたが、特に石

巻の状況をスライドで紹介されました。悲

惨な津波の様子に胸が痛みながら、そんな

中で前向きに障害者支援に取り組む阿部

さんに頑張って欲しいと思いました。 

 閉会式は、次期開催県が宮城県なので、

岩崎さんが壇上で力強く挨拶をしました。 

 大会決議文として 

一、障害者権利条約に即した障害者基本法

の改定 

一、障害者権利条約に即した障害者総合福

祉法の制定 

一、障害者権利条約に即した障害者差別禁

止法及び障害者虐待禁止法の制定 

と言う三つの項目を掲げました。 

 以前とくらべ社会は障害者を受け入れ

るようになって、障害者自身も社会の一員
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として胸を張って生活していますが、特に

就労等まだ障害者にとって、まだ壁は高い

ようです。この障害者権利条約が制定され

る事によって、どのように社会が変わるか

期待しています。二日間に渡り開かれた

「全国大会」も１６時３０分無事に終了し

ました。 

 色んな出来事を胸に東京を後にしまし

た。 

 

全肢連結成５０周年記念大会 
 

 平成２３年９月２日(金)東京会館にお

いて全肢連結成５０周年記念大会が開催

されました。式典の中で、永年役員功労者

として、宮城県肢連から熊谷隆三氏、目黒

恵子氏が表彰されました。 

 

これまでをふりかえって 

目黒 惠子 
 
 平成２３年度全肢連第４４回全国大会

と設立５０周年記念式典が９月２日～３

日の両日、東京会館で開催され、その折東

部地区父母の会の熊谷隆三さんとともに

功労者の一人として表彰して頂きました。 

 この会には都合が悪く出席出来なかっ

たので、出席された方に代理で表彰状を受

け取って頂きましたが、大変立派な表彰状

で心苦しく思っております。 

 私と父母の会のおつき合いは、宮城県肢

体不自由児者親の会として歩み出した昭

和５２年からなので３５年ほどになりま

す。ずいぶんと長いおつき合いになりまし

たので、たくさんの思い出がうかんできま

す。その中のいくつかをあげてみますと、

平成２年に在宅障害者のためにと設立し

た「太白自立センター」での８年間が思い

出されます。「太白自立センター」は現在

３０名近い利用者がいる「仙台自立の家」

の前身となったもので、西多賀病院近くの

空き家を借りて、１０名前後が週４回ほど、

自らの趣味を活かしてミシンでの縫い物、

さをり織や編み物、パソコン操作を学んだ

りと少人数ながらも充実したものでした。 

 また、平成元年から、平成１３年頃まで

続いた親子宿泊療育キャンプは、市からの

助成があったり、多くの団体にボランティ

ア派遣もお願い出来たので参加もしやす

く、裏磐梯、蔵王、鳴子、志戸平など５０

名前後での旅は楽しい思い出として残っ

ています。 

 思いおこすと随分いろいろな事があり

ましたが、長い間の夢が実現出来た「仙台

自立の家」の建設に関わったことが一番思

い出深く残っています。青森県六ヶ所村野

菜工場の視察、何ヶ所か訪ねた授産施設の

見学、市への陳情、建設候補地の下見、寄

付金のお願い等、どれも初めての経験でも

ありました。建設の夢が果たせるようにと、

全国大会の帰り、当時父母の会の会長だっ

た本多先生と高野山へ「願掛け」にご一緒

したことも懐かしく思い出されます。 

 父母の会が発足した頃は、まだ小さかっ

た私達の子供も、それぞれ成人し、これか

らの生き方についても親以上に考える年

齢になり、社会の中で積極的な活動をして

いる人も大勢おりますので、これからはも

っと子供達の考えにも耳を傾けながら「障

害を持っていても明るく暮らしやすい社

会」を目指して、ともに歩んでいきたいと

思っています。 

 

 

表彰状をいただかれた目黒さん 
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第３１回全肢連東北地区大会秋田大会 
日時：平成２３年７月１６日(土)～１７日(日) 

場所：秋田市・秋田温泉さとみ 

 

東北大会に参加して 

本多 毅 
 
 第３１回全肢連東北地区大会秋田大会

は平成２３年７月１６日～１７日秋田温

泉「さとみ」で開催されました。宮城県か

らは、岩崎会長父子、入間川さん母子、小

野寺さん母子、黒川さん、下山さんと私の

９人が出席しました。私の東北大会出席は

第１回から続いて昨年の青森鰺ヶ沢を除

いて３０回になりました。私のむかしの学

生で秋田大学教授の金児紘征氏に会うた

めにシンポジウムを一時中座しましたの

で、入間川さんに補充して貰いました。後

日、金児氏には〔自立の家後援会〕に入会

していただきました。 

 『シンポジウム』テーマは「子供たちが

この先地域で生きがいをもって暮らせる

ために」でした。司会、アドバイザーは秋

田県の４人でした。 

 [福島県]は佐藤礼子氏で、お子さんは重

度の脳性麻痺で日常生活の苦労を述べ「親

亡き後」は親の永遠の課題であると結論し

ました。 

 [秋田県]は金登美一氏でご父子とはオ

ットギ祭にご一緒した事がありました。息

子さんは運転免許を取り親をハラハラさ

せながら大活躍のようです。両親、親戚の

方々は彼を(心の太陽)と言っていますが

ただ一人の姉にとっては暗い夜空の星で

あるらしいとの事です。 

 アドバイザーの一人から大震災で災害

のなかった秋田県では各施設に震災後自

家発電装置を取り付けたというお話があ

りました。これは必要なものだと思います。 

 [岩手県]は会長夫人の今野紀子氏で大

地震を通して感じた事を述べました。１０

年かけて身体障害者グループホームが２

３年１０月に完成するという事でした。 

 [宮城県]は金子武次郎さん(岩崎会長代

読) 

 親の老齢化により障害者自身が活動の

中心になっていますが、そのためには障害

者自立支援法の改正が不可欠です。２４年

４月１８日「障害者総合支援法案」と「障

害者優先調達推進法案」が委員会で可決し

今国会で成立の見込みです。自立支援法案

の多くが改正されていますが不備の点も

多く今後共私達が努力する事が必要です。 

 [青森県]は朝田カツ氏で毎年お会いし

ておりますが、８９才でお元気で「父母の

会は生きる励みです」と云っておられます。

東北大会の一つの意義はここにあると思

います。 

 翌日は「道の駅錦秋湖」で昼食をとり、

私は小野寺さんから稲庭うどん切り落と

しを、入間川さんからモロコシを頂きそれ

を〈おみやげ〉に元気で帰宅しました。 
 

秋田大会決議 
 
１、新たな［障害者総合福祉法(仮称)］の

制定にあたっては、当事者およびその家

族のニーズ・意見を尊重し、より障害

児・者本位であること 

２、障害児・者が地域で自立した生活を営

めるよう、所得が保証されること(障害

者基礎年金の増額) 

３、障害児・者が親亡き後も安心して暮ら

せるために、当事者が望むときに利用で

きるよう、住環境制度を改善すること 

４、障害程度区分の基準は、本人の生活上

のニーズを重視した「社会生活モデル」

に改正すること 

平成２３年７月１６日 
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東北ブロック指導者養成研修会 
日時：平成２３年１０月１日(土)～２日(日) 

場所：盛岡市・つなぎ温泉・紫苑 

(宮城県肢連参加者：３人) 

 

東北ブロック指導者養成研修会に参加して 

杉山 和子 
 
第１日目 

１、基調講演『総合福祉部会の進歩につい

て』石橋吉章氏〈全肢連理事、総合福祉

部会構成員〉 

 新法の制定を目指して障がい者総合福

祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言

(案)のまとめのため全肢連から構成員と

して骨格提言が提出される迄の事を話さ

れました。 

 ２００９年１２月に政府に障がい者制

度改革推進会議が発足、２０１０年４月に

は障がい者関連の人々による障害者制度

改革推進会議総合福祉部会が設けられ、６

月には障がい者総合福祉法(仮称)が制定

に関しては「応益負担を原則とする現行の

障がい者自立支援法を廃止し、個々のニー

ズに基づいた地域生活支援体系の整備等

を内容とする「障がい者総合福祉法」の制

定に向け必要な検討を行い平成２４年(２

０１２)常会への法案提出、２５年(２０１

３)８月迄の施行を目指す。と定められた。 

 こうして部会は障がい者総合福祉法の

制定に向けた検討という使命を背負って

１８回もの検討を重ね５５人の立場や意

見の多様な人々が新法の骨格提言をまと

めあげ障がい者基本法改正案を提出。２０

１２年４月閣議決定され７月２９日に成

立。そして来年２５年８月の新法の制定が

待たされるものだった。しかし決定後は廃

止ではなく一部修正の発表でした。来年の

国会ではどうなる事やら心配です 
 
２、意見発表(各県肢連から１人発表) 

 指定課題は 

①地域生活をするのに何が整ってないか 

②２４時間ケアについて 

③施設の在り方について 

④インクルーシブ教育について 

でした。青森県は雇用や介護の問題、障が

い年金を生活保護並に上げて欲しい。又作

業所は誰のためにあるのか？職員のため

なのか？等、福島県は今回の原発で施設の

人達もバラバラになり、物資を届けるにも

遠かったりして出来ず止めてしまった。又

どんな場合でも人の命を預かる職員は対

処が出来る様にしておくべきだ等、岩手県

は医療処置、例えば導尿等家族でも出来る

様にして欲しい等、秋田県はインクルーシ

ブ教育についてで、多くの課題はあるが共

生社会の実現に向け活動を続けたい等、宮

城県はＣＩＬたすけっと街頭活動を通し

て地域生活を良くするために運動をして

いる。又今回の震災では避難所に行ったも

のの身動きが取れず大変ですぐに引き揚

げた。そして被災障がい者支援を立ち上げ

全国から来たボランティアと共に支援活

動を行った。そこで何が整っていないかが

見えてきた等。 
 
第２日目 

講演『障がい者の社会参加活動の支援につ

いて』 

１．(社福)わたぼうしの会・たんぽぽの家

施設長、成田修氏 

 たんぽぽの家アートセンターＨＡＮＡ

について話されました。重度の人でもスタ

ッフがそれぞれにあった作業を見い出し

てくれて、アート、料理などに取り組み、

職場としても生きがいのある所となって

いるとの事でした。又展覧会や外国との交

流をしていて幸せいっぱいで、充実してい

る様子がうかがえました。その他にもお弁

当の配達、ダンス等、種々の部門でも活発

に活動されていました。 

２．岩手県障がい者保健福祉課総括課長 

朽木正彦氏 

 文化芸術活動を通じた社会参加の取組

みで、アートコレクションの出品、積極的

に県内や海外の音楽祭に参加されている

様子が話されました。 
 
 ２日間の研修でしたけど、東北各県の事

情や全肢連の情報等を聞く事が出来とて

も勉強になりました。 
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２０１１年アピール大集会に 

３００名参加！ 
 

代表 鷲見 俊雄 
 
 昨年の１０月１０日体育の日に行われ

た５回目を迎えた大集会は、３００人・大

行進に１５０人の方々参加していただき

ました。 

 参加されたみなさん本当にありがとう

ございました。そして準備・運営をされた

実行委員のみなさんお疲れ様でした。 

 当初は、３月に予定されていましたが、

東日本大震災により急遽延期になり、一時

は開催も危ぶまれましたが、こういう時だ

からこそ、私たちの新制度に対する期待・

希望の強さを、被災地から県内はもちろん

の事、全国の方々へ発信し伝えて行こうと

いうことで、実行委員会で７月から準備を

重ねてきました。 

 当日の大集会では、基調報告で推進会議

のメンバーの、尾上浩二さんをお招きして

推進会議のお話しや新制度に向けた、これ

からの行動提起などについてお話し頂き

ました。推進会議の全員一致でまとめられ

た骨格提言を実現させていくために、自治

体・議会への働くかけをしていくことの大

切さを強く感じました。また今回は、震災

後半年を経て、被災地の現状や支援活動に

ついての特別報告等がありました。一早く

ＪＤＦ被災障害者総合支援本部みやぎ支

援センターを立ち上げ、全国からの支援者

の窓口になり、被災障害者の支援活動を取

り組んできている代表の阿部一彦先生の

報告や福島の震災被害プラス原発事故と

いう放射能への恐怖に襲われ二重三重の

困難な中で支援活動を行っている、青田由

幸さんの報告を頂きました。 

 お話を伺っていて、今回の改めて感じた

こと、それは、個人の頑張りだけでは、限

界があること。社会全体で支えて行くこと

の大切さ、それを実現できる仕組み・制度

の必要性を強く強く感じています。 

 私たちの望む新制度実現のために、これ

からが正念場です。新制度が骨抜き・絵に

描いた餅にならないように、みなさん一人

一人の力を束ね合わせて、被災地宮城から

力強くアピール運動を続けて行きたいと

思っていますので、ご協力をよろしくお願

いいたします。 

 ともにがんばりましょう。 

 

緊急集会に７０名参加！  

 ２０１２年２月８日明らかになった厚

生労働省の案には、障がい者制度改革推進

会議総合福祉部会の委員５５人の総意で

まとめた「骨格提言」で示された方向性が

全く取り入れられず、国会へ新しい法律案

が提出されようとしている中、３月９日

(金)みやぎアピール大行動実行委員会で

は障害者自立支援法の廃止と骨格提言が

尊重される新法を求める「緊急集会」を開

催し７０名が参加しました。 

 緊迫した情勢の基調講演の後に語られ

たフロアからの発言では、厚労省・民主党

に対する怒りと失望不安の声が次々ださ

れ、訴え続けることの重要性を確認しなが

ら１１名がそれぞれの想いを語り、最後に

アピールを採択し閉会しました。 

 

２０１２年アピール大集会の 

日程が決まる！！ 

 今年のアピール大集会は、９月２３日仙

台メディアテークで開催することが決定

しました。 

内容についてはこれから実行委員会で検

討します。当日は沢山の方々に参加してい

ただけるようご協力をよろしくお願い致

します。 
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さわやかレクレーションキャンプ 
 

日時：平成２３年１０月２２日(土)～２３日(日) 

場所：みちのく杜の湖畔公園・エコキャン

プみちのくオートキャンプ場 

 

 平成２３年１０月２２日～２３日、１泊

２日で川崎町の国営みちのく杜の湖畔公

園「エコキャンプみちのくオートキャンプ

場」で開催した２３年度さわやかレクレー

ションキャンプに会員親・子総勢２０名が

参加して実施された。 

 全肢連からの助成が事情により半減さ

れた事もあり仙台自立の家理事長＝県肢

連松田副会長の好意により自立の家の利

用者送迎リフト付バスを利用する事が出

来、当初計画した予算より縮小でき、会費

が少なくて済み参加者から大変喜んでい

ただきました。本当に有難う御座いました。 

 予定した大キャンプファイヤーは国営

公園の規則により出来なかったのが残念

でしたが、楽しいレクレーションキャンプ

が出来ました。 
 
 １日目：仙台自立の家を１２時出発し、

キャンプ場に２時３０分到着し、釜房ダム

湖畔公園を散策し栗拾いをして楽しんだ。 

 また食事の準備にはコンニャクちぎり、

炭火おこしなど参加者全員で手分け作業

しての手作り料理、夕食時にはキャンプフ

ァイヤーに代わりキャンドルファイヤー、

バーベキューに豚汁・魚・キャンプならで

はの催しに拍手かっさい、夜の更けるのを

忘れてビンゴゲーム大会・・・等々。 

 詳しくは今野健さん、瀧澤麻衣さんのキ

ャンプに参加しての記事を・・。夜も更け

て２棟のコテージに分散してのネムリ・・、

お休み・・・・。 
 
 ２日目：朝食後、後片付けを終え、コテ

ージをバックに記念写真を撮る。今日は仙

台市内マラソン大会があり、混雑を避ける

ために朝１０時キャンプ場を出発、１２時

仙台自立の家無事到着、解散となりました。 
 
 ２４年度さわやかレクレーションは、い

つ頃、どこになるかな？ 

会員多数の参加を待ってます。 

(岩崎 記) 

 

 

 

さわやかレクレーションに参加して 

瀧澤 麻衣子 
 
 １０月２２日、さわやかレクレーション

で川崎町のエコキャンプみちのくに行き

ました。キャンプは初めてだったので楽し

みにしていました。当日はお天気も良く、

途中釜房湖も見ました。キャンプ場では岩

崎会長さんや菅原さんと散策しました。広

いキャンプ場でした。 

 夕食の準備では、私達はこんにゃくをち

ぎりました。夕食はおにぎり、豚汁、盛り

沢山のバーベキューでお腹がいっぱいに

なりおいしかったです。夕食後はビンゴゲ

ームや、キャンドル回しや、皆と一緒にい

ろいろ話して楽しい夜でした。 

 翌日は、キャンプ場の前で記念写真を撮

りました。仙台でマラソンがあり渋滞を避

けるとの事で午前中に帰って来ました。楽

しいレクレーションでした。お世話をして

くれた父母の会の皆さん、事務局の下山さ
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んに感謝します。又、機会がありましたら

参加したいと思います。 

 

 

さわやかレクレーション 

今野 健 
 
 ２３年の１０月２２日の土曜日にみん

なと 川崎みちのく湖畔公園キャンプ場

に行きキャンプに参加しました。こういう

野外でキャンプすることが初めてで楽し

かったです。 

 みんなで焼き肉を食べ、おにぎりも食べ、

お腹いっぱい食べて良かったです。サンマ

も出たけど魚はあまり好きじゃないので

食べませんでした。それからビンゴゲーム

もして楽しかったです。 

 家では布団で寝ています。キャンプ場で

はベットなので眠れるかなぁと思いまし

たが、朝までぐっすり眠ることが出来まし

た。菅原加奈さんのお母さんや、下山さん

にいっぱいお世話になりました。また、い

っぱい準備してもらいありがとうござい

ました。 

 また、みんなといっしょに参加したいで

す。 

 

 

 

 

仙台自立の家三大祭り 
 
・ふれあい祭り：平成２３年６月４日(土) 

・夏祭り：平成２３年８月２０日(土) 

・感謝祭：平成２３年１０月１５日(土) 
 
 三祭り、会員、後援会員および会員外協

力者によるバザー共に大盛況であった。 
 

・・・・・・・・・・・ 
 
自立の家ふれあいまつり 

入間川 喜代 
 
 平成２３年６月４日 ぐずついた天気

は当日になって、真夏並みの暑さで、会員

の方からアイスキャンディーの差し入れ

を頂きました。 

 今回は、屋台の数も少なくそんな中で特

に、安くおいしく作られたお菓子が目を引

きました。又、昨年の反省会で話が出まし

たが、その場で食べる〔焼きそば〕はおい

しいけれど、持ち帰りには味が落ちるので

〔ご飯〕にしたらと言う声を頂き、施設長

に話す間もなく祭りが近付き困ってしま

いました。ところが〔変わりご飯〕を作る

ので手伝ってほしいと言われ、前日３人で

野菜を切りながらホッとしました。そして

大へんおいしく出来上がっているお弁当

を家族の分までおみやげにして喜ばれ良

かったです。お客は少なかったけれど、施
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設ではいっぱい売れたと言っていました。 

 父母の会でも、中止になった古川行きの

品物を並べ、父母も２０人程度来て手伝っ

て頂き、又、昼食は自立の家で出して下さ

ったので、売上金は、一度一般会計に入れ

てから、後援会と一緒に１３，８８０円寄

付しました。 

 

夏 ま つ り 

今野 得子 
 
 ２３年８月２０日全国的に何日も猛暑

が続き、あまりの暑さに心配になりました

が、前日から涼しくなりホッとしました。

又、東日本大震災もあって自立の家の玄関

には折り鶴や着物の形の大きなものを飾

り七夕飾りらしい夏まつりとなり、バザー

が終わるのを待っていた様に雨が降り続

き、天候に恵まれて良かった夏まつりでし

た。 

 何かお手伝いでもあるかと施設長に聞

きますと、「利用者と一緒に３時迄来て４

時の開店に合わせて下さい」との事でした

が、当日になって野菜を頂き入間川さんと

二人で早く行って小袋詰めを作りました。

今年の夏まつりは利用者と、手伝いの人達

が楽しみました。無料サービスのコーヒー

スイカがあり、一回１００円のくじ引き、

暗くなってから花火、灯籠に明かりが入る

など今迄にない趣向でした。東日本大震災

もあって灯籠には何かとても悲しく、亡く

なった人達に深い祈りが出来たような感

じです。それと枝豆を散らした変わりご飯

はおいしく頂きました。おみやげも買いま

した。毎日忙しい中での職員のご苦労が伝

わり感謝した夏まつりでした。 

 

感 謝 祭 

瀧澤 琴子 
 
 １０月１５日、自立の家の大イベント感

謝祭が開催される。９月２１日、施設長と

役員が打合せをする。今年も蔵王の我妻さ

んから里芋と梨を、山形の菅野さんからは

お米やもち米を仕入れて販売をする。又、

岩崎会長、庄司さん、志子田先生から沢山

の野菜を寄付して頂き販売する。野菜やお

米の袋詰め、バザー用品の値付けを何人か

でする。当日は、お天気も良く利用者もご

自分の持ち場で頑張っていました。父母の

会、後援会、ボランティアの方には朝早く

からお手伝いを頂きアトラクションとし

て、鐘と銅鑼と太鼓でのゆったりしたタイ

舞踊があり皆さん楽しまれた様です。収益

金は、自立の家、後援会、父母の会で配分

しました。感謝祭には、皆様からの温かい

沢山のご支援ご協力をして頂きまして、心

より感謝いたします。今後とも、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 
 

 
地域の方の出店販売 

 

 
ありがとうの感謝をこめて  
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東日本大震災からの復興を願って 

 

大崎市公民館まつり 
 日時：平成２４年３月３日(土) 

 場所：大崎市中央公民館 

 

大崎公民館まつりに参加して 

入間川 喜代 
 
 平成２４年３月３日、２３年度は地震災

害で中止になり、今回は今までにない暖か

い天候に恵まれて、当日を迎えました。そ

れでも会長は、風よけの用意やストーブを

持って来て下さったので、冷たい手にスト

ーブは助かりました。又、会員の方にコー

ヒーの差し入れなども頂き有り難うござ

いました。 

 １２時頃会場につき、一時からの開店な

のに、荷物を並べながらお客様に来て頂き、

販売は忙しい思いのひとときで、あるお客

様が「この前、おいしいお菓子だったので、

すぐ買いに来たけれど、帰っていなかった

のね」と言いながら、たくさん買って頂き

ました。継続は顔なじみも出来てうれしい

ですね。 

 自立の家の製品は完売し、６万５千円程

の売り上げとなり、バザー用品は少なかっ

たので、必要経費を引いた残り、後援会と

半分にした額、３千円を本会計に入れまし

た。寒いこの節、皆様のご協力有り難うご

ざいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙台自立の家の災害復興支援に協力を 
東日本大震災から１年経ちましたが、被災地の復興は進んでいるとはいえない状況にあります。

仙台自立の家では、被災地の復興支援に少しでも協力できればということから、昨年に続き「災害

支援販売活動」を行うことにいたしました。 

「災害支援販売活動」は、5 月 14 日～7 月 13 日までの期間に、施設商品をお買い上げいただい

た金額の５％を災害義援金に当てることにしています。 

12
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単位会だより 
 

仙南単位会の活動について 
 
 仙南肢体不自由児者父母の会では平成

２３年８月２４日(水)、ホテル原田inさく

らにて第１３回通常総会を開催しました。 

 平成２２年度活動報告および決算、なら

びに、平成２３年度活動方針および予算は

事務局提案のとおり承認されました。 

 また、県肢連幹事には松田廣勝が選出さ

れました。 

 平成２３年度予算でも、施設運営等への

支援金として２０万円を計上しましたが、

支援を必要としている施設等に関する情

報はありませんでした。 

 仙南地区(白石市、名取市、角田市、岩

沼市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田

町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山

元町)で支援を必要としている施設等をご

存知でしたら、情報提供をお願いいたしま

す。 

(松田 記) 

 

仙台肢会報告 
 
 第２４回総会は、大震災後のため例年よ

り一月遅れて、平成２３年６月１９日に宮

城県障害者福祉センターで県肢連総会に

続いて行われた。平成２２年度活動報告承

認、２３年度活動方針を決めて、役員改選

を行い、新たに佐藤征機氏が副会長に加わ

った。２４年に宮城県で開催される全肢連

全国大会を成功させるため仙台肢会も全

面的に県肢連に協力することにした。 

 東北大会(秋田市)には４人、研修会(盛

岡市)には２人が参加した。みちのく湖畔

公園にあるエコキャンプ場で行われたさ

わやかレクリエーションには１４人が参

加した。 

 仙台市の最新の障害者対策を知るため

毎年３月に行っていた仙台市・障害企画課

との話し合いは、震災のため遅れ６月に行

われた。以前より話題になっていたバリア

フリーになっていない古い仙台市営住宅

に入っている障害者がバリアフリーの新

しい市営住宅に移りたい場合には、医師の

診断書を添えて申請すれば、順番を待たず

とも優先的に入居が可能であることが分

かった。旭ヶ丘市民センター(兼バスプー

ル)に入る車椅子用のスロープを作るよう

要望した。スロープは昨年暮れ、二箇所設

置された。 

 自立の家の三大祭、大崎市民会館祭りで

は例年通りバザーを行った。 

 震災で中止となった「３．２０宮城アピ

ール大行動」が、１０月１０日に仙台メデ

イアテークで行われ、８人が参加した。更

に緊急大会も平成２４年３月９日にシル

バーセンターで開催された。 

 全肢連５０周年記念大会で本会の目黒

恵子さんが役員永年勤続功労者として表

彰され、感謝状を贈られました。 

(金子 記) 

 

仙北地区だより 
 
 仙北地区に限らず各会員は６０才台～

８０才台、子供・障害者本人も４０才台～

５０才台と高齢となってきている事から

親亡き後の本人たちの生活が心配であり

時折話題となる。 

 仙北地区肢会ではこの事について平成

２２年度より肢体不自由障害者を中心と

した養護老人ホームが近い将来必ず必要

となってくるとの見通しにいたり、話し合

って来た。しかしホーム建設に対する制度

的知識がない、資金もない、ましてや対処

するに年齢からしてパワーがない・・？ 

 最近、大和町吉田地区内に福島県を根拠

とする「社福法人・医療介護施設研究所」

が運営する「特養老人ホーム・まほろばの

里」(入所者１００床、ショートステイ２

０床、デイサービス３０人の規模)が５月

開所の予定であります。 

 近々開所する「特養ホーム・まほろばの
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里開設準備室に、肢体不自由障害者(身障

者)の入所及びショートステイの枠を設け

受け入れて頂きたくお願いし、要請を続け

ております。 

 又、清涼飲料自動販売機の設置について

も仙台コカコーラボトリングの協力をも

とに県肢連及び全肢連から設置以来文書

をもって併せて推進しているところです。 

 県内父母の会の会員皆様のご協力をお

願いいたします。 

(山崎 記) 

 

東部地区肢会便り 
 
 平成２３年度総会を平成２３年８月２

７日(土)、多賀城市・レインボー多賀城で

開催し、高野惣吉氏を講師に「後見人制度」

についての勉強会と情報交換を行った。 

 会員の皆さんの声は、親の高齢化と親亡

き後、家族兄弟での支え等々、悩みが多く

大変な状況です。 

全肢連結成５０周年記念式典が９月２日

東京会館にて開催され役員永年勤続功労

賞に当会熊谷隆三前会長が選ばれ全肢連

清水会長より感謝状が贈られた。 

 多賀城にある仙塩総合病院がこのほど

利府町に仙塩利府総合病院を新築し来る

８月開院の予定であり東部地区肢会活動

の一環としてコカコーラ自動販売機につ

いて全肢連。県肢連一体で推進中です。是

非設置させて頂きたいです。 

(下山 記) 

 

会員便り 
 

今 思うこと 

永井 みね子 
 
 今年の冬は、ことの外寒い日が続いた。 

 やっと花々が咲き始め、待ちに待った春

がきたようだ。荒れくるう自然に、うつむ

いた心も、少し上向きになれるだろうか。 

 あれから一年がたち、見えない不安感に

とりつかれながらの心に、小さな灯をとも

してくれるような気がする。 

 子供達の将来、自分達の行末、何もかも

のこれまでの価値観が変わってしまった

ような気がする。 

 人は、何に心の支えを求めるのだろうか。 

 「誰かの為に生きる」自分にはすぐ側に

一人で生きていけない子がいる。その子の

為に精一杯生きる。そんなことも心の支え

になるのだろう。 

 日々変わる季節の風景、月や、星の輝き。

それらも生きていく上の支えになるよう

な気がする。 

 今、それらを身近に感じながら前を向い

て歩こう。 

 

親なきあとはどうする 

東部  下山 清子 
 
 宮城県では、入所型の施設は、もう建設

しない方針になりましたが、障がいが重い

と言われている人達は、親なきあとはどう

生活するのか、いつも心配しています。 

 ４月から相談支援が制度面で大きくか

わりました。この相談支援は２０１４年ま

での３年間に障がい者福祉のサービスを

作成する事という方針が打ち出されまし

た。 

 これまでは一人ひとりの暮らしに合わ

せて福祉サービスの計画を立てていまし

たが、利用機能は、十分とはいえませんで

した。 

 つなぎ法案では国の個別給付(サービ

ス)を利用する人に「サービス等利用計画」

を作成しなければならなくなりました。 

 これにより、福祉サービスの計画作成や

利用調整を相談窓口へ依頼したり、定期的

な状況確認を受けたりする事が可能にな

ります。このサービスを利用して、障がい

が重いと言われている人も、手厚いサービ

スを受けられるようになり、本人の住みた

いところで生活できるように、行政との話

し合いをもっともっと密にして、自立して
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いくのに、必要なサービスはなになんかを、

本人と話し合いをもった方が良いと思い

ます。 

 親が元気なうちに、どんな生活をするか

をみとどけて、早く安心したいものです。 

 

朝のジヨキング 

畠山 まつ子 
 
 朝５時頃、起きたら身支度をして、ラジ

オをポケットに入れ家を出る。 

 ５時３０分から６時３０分まで東北放

送で放送している生島ヒロシさんの社会

的近代雑学情報を聞きながら、目では榴ヶ

岡公園に咲く梅や桜、つつじ等など季節に

咲く花を眺めながら近郊を１、２周すると

６時３０分になる。 

 公園の中央にある噴水の周りに２００

人ぐらいの人々が集まり、ラジオに合わせ

ながら朝のラジオ体操をする。 

 みんな顔なじみの人々なので体操が終

わると、オシャベリをしながら家路にジョ

ギング。 

 寒くなる１１月頃から３月頃までと雨

の日、風の強い日は休み、１８年続いてい

ます。 

 歩くと一日調子がいいですね。死ぬまで

続けたいと思っています。 

 

八十にして知る・・・ 

金子 武次郎 
 
 会員の皆様には如何お過ごしでしょう

か？一年に一度、この欄で皆様からのお便

りが拝見出来ることを楽しみにしていま

す。 

 私も今年八十となりました。男子の平均

寿命が７９．６４歳ですから峠を越したと

言うことでしょうか。峠を越えると下り道、

なんて考えると気が滅入りますから、其処

は気を取り直して。然し、少子・超高齢化

時代の到来を危ぶむ論調がマスコミを賑

す昨今、八十＝傘寿と手放しで祝うという

訳にはいかないようです。 

 私も近年足腰が弱ってきて、特にここ一

年ほどで足が急激に衰えてきました。まず

道を歩くにしてもよろめきがちになり、真

直ぐに歩けず、また脚力も弱り、長く歩け

なくなりました。家の中でもとぼとぼと言

った感じの動きしか出来ません。階段では

足を引っ掛けることもしばしばで、無理を

すれば転ぶことになります。交差点を一気

に渡るなどということは及びもつきませ

ん。従って、運動を伴うことは、万事に渡

りさっさとやってのけると言うことがか

なわなくなり、実生活に少なからず支障を

おぼえるようになりました。 

 翻って父母の会の「児」たちの現実に目

をやれば、「児」たちは上に述べた私の「生

活上の支障」など問題にならほどの支障を

抱えていることに改めて思い知らされて

います。しかも生れた時からです。やらな

いのではない、やる気があってもやれない

ことが山積みしているのです。それをやる

気がないなどと看做された時の悔しさな

どをどれだけ分かっていただろうか？ 

障害者問題などいっぱし分かったような

顔してものを言ってきたが、頭で分かるこ

とと身体で分かることの落差の大きいこ

とに今更ながら驚き、恥いっています。 

障害者が安心して暮らせる世の中をと、父

母の会はじめ障害者団体の活動・運動に携

わるようになってから四十年を超えまし

た。然し今、八十になってやっと、これら

の運動の出発点に立てたのかなと思って

います。いくらかでも「児」達の気持ちが

分かるようになってきたからです。 

 八十を過ぎた身、これからどれだけお役

にたつようなことが出来るか分からない

が、出来るだけのことは精一杯していこう

と思っています。これからもよろしく。 

 皆さんもお元気で。 
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団体交流 
 

宮城県重症心身障害児(者)を守る会の紹介 

 

宮城県重症心身障害児(者)を守る会 

会長 秋元 俊通 
 

 宮城県重症心身障害児(者)を守る会

は、昭和３９年に設立された「全国重症

心身障害児(者)を守る会」に呼応して、

マザーズホームに集う親たちが、わが国

初の「国立療養所重症児病棟」を国立西

多賀療養所に誘致するための当事者団

体として、昭和４０年に設立されました。

以来、当会は重い障害を有しまたはこれ

に準ずるものが相集い、連帯感を持って

重症児(者)の福祉の向上に努力してお

ります。 

 組織は、全国重症心身障害児(者)を守

る会の下に、全国を８ブロックに分けた

東北ブロックに所属する宮城県重症心

身障害児(者)を守る会には、仙台、大崎、

石巻、栗原の四分会があります。現在の

会員数は在宅と施設入所で２１０名で

す。 

 年間活動として 

①定期総会・懇談会 

②全国大会 

③夏・春の療育キャンプ 

④東北ブロック研修会 

⑤母親部会茶話会 

⑥在宅親子交流会 

⑦会報発行(年２回) 

⑧県内相談支援事業所との研修会・懇談

会 

を行っております。 

 今年度は、平成２４年２月４日に国際

センターに於いて、重症心身障害児(者)

療育研修会を行いました。第一部 秋田

おばこ天使でありました田村陽子さん

から講演をいただきました。昭和４０年

代、東京の秋津療育園で重度の子ども達

のお世話を献身的にして頂いた話など

大変心に残る講演でした。第二部は、入

所施設及び石巻地区の東日本大震災へ

の対応パネルデスカッションを行いま

した。 

 東日本大震災により私たち会員のみ

ならず多くの方々が被災しました。当会

では、次の災害に備えるためにこの大震

災の記録を残すべく、震災に関したアン

ケート、パネルデスカッション、発表原

稿、問題点、提言等々の記録集を発行す

る予定です 

 全国重症心身傷害児(者)を守る会に

は、会の三原則と、親の憲章(親の心得)

があります。これは昭和５６年６月１３

日全国大会で制定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 会の三原則は、総会の時に全員で唱和

します。その事によって会の基本となる

ものを確認することが出来ると思って

います。 

 

 

☆会の三原則 
 
一．決して争ってはいけない。争いの中

には弱いものの生きる場はない。 

一．親個人がいかなる主義主張があって

も重症児運動に参加するものは党派を

超えること。 

一．最も弱いものをひとりももれなく守

る。 
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大人になった「児」から 

父母の会への手紙 
 

手紙(３５) 

訪問介護ヘルパー不足に思う 

青葉区 会員 小野寺 幸 
 
 「施設ケアから在宅ケアへ」 これが近年

の厚労省の障碍者や高齢者福祉に対する基

本方針であることはこれを読んでいる会員

の皆様もご存知の通りです。しかし、在宅ケ

アの担い手の中心になるはずの訪問介護ヘ

ルパーの不足は年々ひどくなるばかり、そし

て人手不足解消のための効果的な方策は何

一つ示されていないのが現状です。ヘルパー

不足の原因としては、賃金の安さ、待遇面の

悪さなど複雑な要因が絡み合っています。し

かし、訪問介護の場合は、現在の一般的なホ

ームヘルパー養成講座の研修がほとんど施

設ケアに偏った内容のため、訪問介護に従事

するためのスキルが身に着かず、訪問介護事

業所への就職が敬遠されているのも原因の

ようです。介護系専門学校の若い学生でさえ、

卒業後訪問介護に従事するのは学生全体の

１０％にも満たないそうです。 

 たとえば、ホームヘルパー２級の研修にも

調理実習はありません。以前は訪問介護ヘル

パーの大半が主婦のパートだったので初歩

的な調理技術は研修内容からはずしたので

しょうが、現在は年齢性別を問わず様々な経

歴の人たちがこの業界に入っています。施設

であれば調理経験が無くても仕事ができる

でしょうが、訪問介護では調理技術も必要で、

その実習が無いのは現状にそぐわないと思

います。 

 さらに入浴実習なども大規模施設の設備

を使って、しかもプライバシー保護や安全上

の問題を理由に実習用のダミー人形で動作

だけ真似ているような状態です。 

 これでは一般家庭の浴室で障碍者や介護

が必要な高齢者を入浴させる技術など身に

着くはずもなく、しかも訪問介護の仕事は基

本的に一人で行うので、施設のような先輩の

助言や同僚の協力もありません。これでは研

修を終えたばかりの新人に敬遠されるのも

当然かもしれません。 

 この状況を放置すれば近い将来「制度あっ

て介護なし」の状態になり、障碍児者の地域

生活など壊滅状態になるでしょう。そこで訪

問介護の分野に若い人を呼び込むために、 

①一定期間訪問介護に従事しなければケア

マネージャー、介護福祉士などの上級資格

を受験させない規定に改める。 

②ホームヘルパー養成講座の内容を現在の

ような座学偏重ではなく在宅ケアを含め、

もっと実際の現場に即した、しかも実際に

障碍児者や介護が必要な高齢者とふれあ

えるような実習重視のカリキュラムにす

る。 

などの抜本的な見直しが一日も早く必要だ

と思います。 

 さらに、一部の障碍者専門のヘルパー事業

所を除いては障碍者とりわけ脳性まひの障

碍児者に関する知識など皆無といってもい

い状態です。「アテトーゼ？何ですか、そ

れ？」障碍者関係の研修が義務づけられてい

るはずの介護福祉士の人たちでさえ、脳性ま

ひに関する知識などこの程度のレベルの人

が大半です。それどころか実習期間中は施設

の職員の仕事を見学するだけで実際に障碍

児者の食事介助や更衣介助を一度もしない

まま実習を終えてしまう人も多いと聞いて

驚いています。 

 父母の会も脳性まひをはじめとする肢体

不自由児者の権利と生活を護るため、厚労省

や関係団体にホームヘルパーや介護福祉士

の養成研修内容の改善を求め、さらに独自の

ホームヘルパー養成講座を開講し、ヘルパー

事業所を開設するなどの取り組みが必要で

はないでしょうか。 
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手紙(３６) 

 沿岸部の被災地を訪れて 

県北地区 川名敏也 
 
 私が沿岸部の被災地を訪れたのは昨年

の３月でその頃はまだまだ市内や町内に

がれきや破損した車両などがあり、これか

らどうなるのだろうと私自身も不安を感

じたことを思い出します。 

 私が昨年参加した支援活動としては、私

が所属しているボランティア団体が物資

支援(衣服等)や美里町に避難してきた

方々に美里町有志で炊き出しを行いまし

た。一年ぶりに３月に沿岸部の被災地を訪

れてみると市内や町内にはがれきや破損

した車両は無くなり復興住宅は建設され

市内や町内は表面的には平静さが保たれ

ているように思われますが数か所に集め

られたがれきの山や車両の山があります。

その風景を見るとまだまだ平穏の日々が

戻ってきていないと実感しました。復興住

宅で暮らしている障害者本人や家族の

方々は大変な苦労をして生活していると

思います。 

 当会も全国肢体不自由児、者父母の会連

合会を通じて全国の仲間からの義援金を

被災された会員の方々に配分を実施や全

国の仲間に支援の感謝を込めて全国大会

を開催する為、準備を行っていると聞いて

います。 

 先月私が出席した会議の中で県の担当

者から震災の障害者の被害状況の説明を

聞きましたがこれからも支援が必要だと

思います。当会として今後被災会員にどの

ような支援が出来るのか他団体と協力し

て支援して行くのかみんなで知恵を出し

考えていかなければならないと思います。

世界や全国の方々にこの頃震災を忘れな

いで継続支援のお願いのお話が聞こえて

きますが県内の震災地間でも被害の状況

で支援の気持ちが薄らぐことが今後あり

得ると考えられます。特に被災障害者や家

族は忘れられることは早いと思います。今

後もより一層会員同士協力し合い活動を

続けていかなければと強く感じています。

被災に遭った他障害者の方々にも思いを

寄せて支援して行きたいと思います。 

 今後とも私に対してもご指導、ご支援を

宜しくお願い申し上げます。 

 

手紙(３７) 

誰もが暮らしやすいまちづくりをすすめ

る仙台連絡協議会総会に参加して 

入間川 節子 
 
 平成２３年１１月３日「障がい者差別禁

止条例を進める総会」に参加しました。こ

の会は、たすけっとの杉山さんが代表をし

ている会で、現在千葉では障がい者差別条

例を制定されているそうです。 

 会場のエルパーク仙台には大勢集まっ

ていました。私は初めての参加なのでよく

わかりませんでしたが、総会終了後に体験

発表が行われました。特に「東日本大震災」

で経験した事が多く難病の女性は地下鉄

で被災した事を話していました。私も真っ

暗な歩道を怖さと戦いながら、電動車を走

らせた事を思い出しました。差別と無関係

な事ですね。 

 差別禁止条例が一日も早く制定される

よう微力ながら私も頑張りたいと思いま

す。 

 

手紙(３８) 

 東日本大震災を乗り越えて 

小野寺 孝 
 
 僕は虹の園レインボー多賀城職業セン

ターに行ってます。幸町ウエルフェア温水

プールに週一回通っています。そのとき大

地震がきて、プールの中は大混乱になり、

水は大波になり事務所まで水が入り大混

乱になりました。センターの皆さんはじめ

それはそれは大変な思いをしました。その

後は少しづつ落ち着き、今に至っています。 

 私たちはシンクロ体操教室に入ってい
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ます。その後の練習は大変でした。プール

も体育館も使用できない程壊れてしまい、

教室も休みがちになりました。先生はじめ

事務所の方々には本当にご苦労様でした。 

 一年間を通してシンクロの練習は大変

でした。その為によその市民プールや大学

のプールなどを借りて、なれない所で気持

ちを一つにして練習を続けました。 

 そして５月１２日には、幸町ウエルフェ

アシンクロチームの一員として京都障害

者スポーツセンターにての大会(第２１回

日本障害者シンクロナイズドスイミング

フェスチバル)に出ることが出来ました。 

 どんな障害を持っている方でも生活に

リズムを付け楽しく生きて行けることを

実感しました。障害者は常に自立を考え職

場の皆さんや先輩達の助言を心にかけて

頑張っています。 

 

手紙(３９) 

 手術の経過報告 

金子 みゆき 
 
 一昨年夏、頚椎症の手術を大学病院で受

けてから一年近くなりました。２ケ月に一

度の検査と週に１回のリハビリに通って

います。杖を使わなくてはなりませんが、

仙台自立の家に家に通っています。 

 

手紙(４０) 

 詩集「あきの詩
うた

」より 

山崎 亜希(やくらいアットハウス) 

 

   ほしぞら 
 
よるになると 

ほしぞらにあえるよ 

かわいい 

かおにあえるよ 

みんなのこころの 

なかに 

ひかっているよ 

 

   おとうさん おかあさんへ 
 
いまはいえにいるよ 

おこられても 

やっぱりいえがいいよ 

でもおやがうごかなくなったら 

そのときは 

しせつだからといわなくても 

じぶんじしんで 

わかっているからね 

 

詩集「あきの詩」 

    著者・山崎 亜希 

    発行・２００１年６月１１日 

 

平成２４年各種会合予定 
 
第４５回全肢連全国大会・第３２回全肢連

東北地区大会 

 日時：平成２４年９月８日(土)～９日(日) 

 場所：仙台市産業プラザ多目的ホール 
 

全肢連東北地域指導者養成研修 

 日時：未定、場所：青森県 
 

第３５回宮城県肢連総会 

 日時：平成２４年６月２日(土) 

 場所：宮城県障害者福祉センター 
 

第２５回仙台市肢会総会 

 日時：平成２４年５月１９日(土) 

 場所：仙台市自立の家 
 

仙南、 仙北、東部単位会総会：未定 
 

さわやかキャンプ 

 日時：未定、場所：未定 
 

「仙台自立の家」まつり 

 ・夏祭り：平成２４年８月４日(土) 

 ・感謝祭：平成２４年１０月１３日(土) 
 

大崎市民会館まつり 

 平成２４年３月＊日(日未定) 

 場所：大崎市民会館 
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「親亡き後」の心配は杞憂か？ 
 

 父母の会でも以前は会員の間で、「親

亡き後の心配」がよく話題になりまし

た。また「この子より、一日でも長く

生きたい」という言葉も聞きました。

これらの声は、わが父母の会のみなら

ず、多くの障害児を持つ親の会で聞か

れたことでもあります。 

 先月、横浜市の７７歳の母親と重度

の知的障害などをもつ４４歳の息子の

孤立死のニュースを胸がつぶれる思い

で読みました。父親の死後、息子は障

害者の通所施設に通わなくなり、７７

歳の老いた母親が、自立歩行できない

体の大きな息子をたった一人で支えて

いたといいます。その過酷さは想像に

余りあることであると思いました。 

 また先々月には立川市においてもマ

ンションの一室で、４５歳の母親と４

歳の知的障害のある男児の遺体が見つ

けられた。母親の死因はくも膜下出血

でした。母親は慢性的な頭痛に悩まさ

れていたとのことで、自身の通院など

を理由に緊急一時保育やファミリー・

サポート・センター事業を利用しても

いました。また男児のために保育園の

入園申請をし、障害児の通う通所施設

なども利用していたといいます。同市

の検証会議の中間報告によりますと、

市の関係各課と機関との連携がとられ

ず、縦割り行政によって、障害児を持

つ母子家庭がしっかり支援される体制

が確立されていなかったことによると

思われます。 

 これらは今年になって相次いで発覚

した障害児を抱えた家庭の孤立死です。

介護者が病で倒れ、自分で生きること

の出来ない要介護者が後を追って亡く

なる。まさに障害者の「親亡き後」の

悲劇そのものに他なりません。 

 障害者を個人や家族の責任とせず社

会全体でみる世の中になったらどれだ

け救われることかと思います。親亡き

後を心配し、「この子より一日でも長く

生きたい」などと思わなくてすむ社会

の一日でも早く来ることを切に願わざ

るを得ません。 

 これらの悲劇の影には、障害児・者

が利用する施設が不足している問題も

あります。施設生活から一般社会での

普通の生活へ、理念としては全く異論

はありません。しかし、一方では療護

施設への入所を待って待機している障

害者が各地に沢山いるという現実も無

視できません。障害者自立支援法施行

以来、国は入所型療護施設の新設は認

めていません。宮城県、仙台市も支援

法以前には療護施設新設の構想をもっ

ていましたが支援法施行で出来なくな

りました。 

 自立、自助。家族に頼らざるを得な

い福祉の貧困を、そのような美名で覆

い隠してきた最たるものは、障害者自

立支援法であることを改めて認識する

必要があります。 

(金子 記) 
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震災と障害者 仙台市の計画 
 

 次頁に簡単に紹介した仙台市「障害者保

健福祉計画」は、平成２３年３月に策定さ

れた「仙台市基本計画」及び震災からの早

期復旧・復興に向けて取り組むべき施策を

体系的に定めた「仙台市震災復興計画」を

ふまえながら、「高齢者保健福祉計画(介護

保険事業計画)」などの本市の関連する計

画と連携し、様々な分野にわたる障害のあ

る方に関する施策を総合的に推進するた

めの計画として策定されます。 

 また第３期障害福祉計画は、障害者保健

福祉計画の前期３年間の障害福祉サービ

ス等の提供に係る実施計画として位置づ

けられています。 
 

震災からの復興施策の推進 
 
 計画によると震災を教訓に、安否確認や

避難のあり方、適切な情報伝達、被災後の

生活支援など、災害時等における障害のあ

る方への支援体制を充実していく。また、

震災により被災した障害者支援施設等の

復旧や影響を受けた就労状況の改善を進

めるとともに、被災による精神面の不安に

対する「こころのケア」について対応を強

化していき、あわせて、きめ細かな支援が

提供できるよう、相談支援体制の強化や人

材育成を通し、支援のネットワークづくり

の充実を図り、安心して地域生活を送るこ

とができるよう、有機的な連携のもと各種

の事業を推進するとなっています。 
 

震災を踏まえた災害対応の強化 
 
①災害に備えた対策の推進 

 災害発生時に自らの命を守る対策や災

害に備えた食料等の備蓄を促すほか、障害

特性から必要となる物資等の準備の必要

性について啓発するとともに、地域や関係

機関等の連携・協力による支え合い活動を

通して、災害対策を推進する。 

②災害時の支援体制の整備 

 支援を要する障害のある方とその家族

が安心できる避難のあり方の検討を進め

るとともに、安否確認、避難所への誘導な

どが迅速に行われる支援体制の整備を進

める。 

③災害時におけるサービス提供体制の確

保 

 障害者支援施設等における事業継続計

画(ＢＣＰ)の策定を促進し、災害時におけ

る障害者支援とサービスの提供の両立を

図るとともに、被災してもいち早く事業再

開が可能となる体制づくりを進めるとさ

れています。 
 

旭ヶ丘バスプール、 

市民センターにスロープ 
 
 車椅子を利用する障害者の出入りが不

便であると指摘されていて、父母の会でも

改善を要請していた旭ヶ丘市民センター

へ二箇所スロープが設置され、青年文化セ

ンター、モリヤスーパーからの出入りが容

易になりました。 
 

 
青年文化センターから 

 
モリヤスーパーから 
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第３期宮城県障害福祉計画(中間案) 平成２３年１２月 

仙台市障害者保健福祉計画・第３期仙台市障害福祉計画 

(中間案)平成２３年１２月 
 

 平成２３年１２月、第３期宮城県障害福祉計画(中間案)と仙台市障害者保険福祉計画・

第３期障害福祉計画(中間案)が公表され、それに対する意見の公募が行われました。 

 宮城県では，障害者基本法に基づいて，平成２３年３月に新たな「みやぎ障害者プラン」

(計画期間：平成２３年度～平成２９年度)を策定しました。今回策定する第３期宮城県障

害福祉計画は，みやぎ障害者プランの障害福祉サービスの確保等に関する実施計画となる

ものです。今回策定した第３期障害福祉計画は，平成２４年度から平成２６年度までを計

画期間とします。仙台市の障害者保健福祉計画は，平成２４年度から平成２９ 年度までの

６年間，第３期障害福祉計画は，平成２４年度から平成２６年度までの３年間を計画期間

としています。 

 県・市の計画案は共に昨年の東日本大震災における経験をもとに作成された障害者福祉

計画です。宮城県の場合、各市町村の計画が全部出されていない状況の下での計画案にな

らざるを得なかったが、仙台市の計画案は災害時における障害者福祉計画が盛られていま

す。 

 詳細は、県・市の本案が出されたときに紹介します。 

 

東日本大震災：宮城県における身体障害者の人的被害の状況 

(平成２４年２月末現在) 

 

市町村名 死亡者数 
（実数） 

視覚障害 聴覚障害 肢体不自由 その他の 
身体障害 

身体障害計 

石巻市 ３９７ ２４ ２５ １７６ １２６ ３５１ 
気仙沼市 １３７   ７   ９ ８２ ３３ １３１ 
名取市 ７６   ５ １０ ３８ １５ ６８ 
多賀城市 １７   １   ４    ２   ９ １６ 
岩沼市 １２   １   ０    ７   ２ １０ 
東松島市 １１５   ９   ５ ５７ ３１ １０２ 
柴田町    １   ０   ０    ０   ０    ０ 
山元町 ５４   ４   ２ ２３ １６ ４５ 
松島町    ５   ０   ０    １   ４    ５ 
七ヶ浜町    ８   １   ０    ３   ４    ８ 
女川町 ８１   １   ６ ３６ ２３ ６６ 
南三陸町 １２５ １１ １１ ５０ ４１ １１３ 
合計 １０２８ ５４ ７２ ４７５ ３０４ ９１５ 

＊仙台市、亘理町、大和町の３市町は死亡者数等を把握していない。 

＊表にない市町村では人的被害がゼロである。 
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県肢連会長日誌(５) 
 

 平成２３年３月１１日午後２時４６分

マグニチュード９なる東日本大震災発生

から瞬く間に一年が過ぎました。 

 この大震災により土地・家屋の一切の流

失と損壊、更には肉親・身内を失った会員

の身を切られる思いを察するにいたたま

れなさを覚え謹んでお見舞い申し上げま

す。 

 この苦難に立ち向かいながら父母の会

活動にご協力いただき、平成２３年度事業

を終えることが出来ました事に、各関係機

関・団体・役員・会員各位に対し暑く御礼

申し上げます。 

 大震災被災に伴い全肢連を通じ全国の

会員から寄せられました多額の義援金も

被害状況申請にもとづき被災された会員

に第一次、第二次に分け３１名で２２５万

円の配分も滞りなく終えました事を御報

告申し上げると共に御礼申し上げます。 

 平成２４年度福島県で開催予定の第４

５回全国肢体不自由児者父母の会連合会

全国大会・第３２回東北地区大会は、福島

原発事故の為開催不可能となりました。そ

のため平成２３年５月１１日全肢連より

急遽宮城県での開催打診がありました。緊

急三役会、臨時役員会を開催し、検討を重

ねて、６月１１日の第３５回本会通常総会

緊急議案提案しました。賛成多数で第４５

回全国大会及び第３２回東北地区大会を

９月８日(土)～９日(日)仙台市産業情報

センター「アエル」で開催することに決定

されました。 

 平成２３年９月３日東京都文京区「文京

シビックホール」で開催された第４４回全

国大会で次期開催県として引き受ける事

を宣してきました。大会開催に不慣れもあ

り、少々遅れ気味のところ多々ありますが、

大会開催要綱(案)が作成され今にいたっ

ております。今後計画表をもとに細部検討

し準備してまいりますので一層のご協力

をお願いいたします。 

 終わりに本年度他界されました会員並

びに障害者ご本人 
 
仙台地区 

 清水満里子様、遠藤 健次様、 

 奥山 和司様、新妻 胤光様 
 
石巻地区 

 村山勝四郎様、 
 
仙北地区 

 栄祝 厳太様、松田 和子様、 
 
に対し謹んでご冥福をお祈り申し上げま

す。 
 

・・・・・・・・・・ 
 

大震災義援金配分について 
 
 全肢連を通じ頂いた義援金の第一次配

分は石巻・東部・仙台・仙南地区の海岸地

域で地震津波による家屋の流失・浸水・損

壊等被災会員１５名で１３５万円の配分

となりました。 

 津波災害による仮設住宅・親類知人宅移

転先の地理的不慣れなどから「カーナビ

車」でなければ移転先を探し出す事が困難

となり、父母の会事務局下山さんのご主人

にカーナビ付き自家用車を運転していた

だき、ご協力をいただきました。又、仙南・

仙台・東部については被災者との深いお付

き合いを持ち、移転先にも詳しい黒川さん、

菅原さんに案内していただきました。 

 第二次配分は内陸部で地震災害による

家屋の損壊が主であり１６名の会員で９

０万円が配分となり、県肢連事務室で一括

配分となりました。 

 戸別訪問・直接配分に当たり事務局下山

様、そしてご主人様、黒川様、菅原様には

大変お世話になり、有難う御座いました。 

(岩崎 記) 

 

 
被災者へ義援金を 
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仙肢会会長日誌(１１) 
 

 私は今年３月、八十を迎えた。歴史上未曾

有の超高齢化時代を迎えようとしている昨

今、とても手放しで「傘寿」などと能天気な

ことを言える状態ではない。 

 八十を超えるというと私は先年亡くなら

れた故小笠原さんの言葉を思い出す。小笠原

さんは役員会でも総会でもいつも厳しい発

言をされ、特に療護施設の増設を強調されて

やまなかった。 

 その小笠原さんが、ある啓生園での会議で

ふと漏らされた言葉を私は忘れないでいる。

「ずっと長い間、子供の世話、送り迎えなど

で過してきた。世間一般の人のように家族揃

っての行楽などしたこともない。八十を過ぎ

て、俺の一生は何だったのだろうかと考える

ときがある。」と。私は絶句した。重い言葉

である。 

 秋保での東北大会会場から鷲見君の次の

ような発言があった。「お父さん、お母さん。

もうそんなに頑張らなくってもいいよ。僕た

ちは大丈夫だから。」、これを聞いて胸が熱く

なった。 

 父母の会の目指す社会は、障害者もその家

族もみんな安心して暮らしてゆける世の中

でなければならない。小笠原さんの言葉、親

たちはなかなか言えない言葉である。鷲見君

の発言、障害者はみんな一度は言ってみたい

発言だろう。然し、なかなか言えないのが彼

らの現状である。 

 近年、会員同士が胸の内を明かして話し合

う機会が殆どなくなってしまった。会の目的

は、障害児を持つ父母たちが困った事、悩み

事を話し合いそれをみんなで解決して行こ

ういうことだと思う。今年は、そんな話し合

いを持ちたいと思っている。 

・・・・・・・・・ 

 昨年３月１１日、わが国地震観測史上最大

の地震(マグチュード９)と２０メートルを

超える津波が東日本を襲い、東北地方の沿岸

部に壊滅的被害をもたらした。それから一年

経つが依然として震災のよるガレキの撤去

は殆ど進まず、未だに仮設住宅に多くの被災

者が不便な生活を余儀なくされている。 

 宮城県発表では県内における地震・津波に

よる身体障害者の人的被害の状況(平成２４

年２月現在)は２０頁の表に見るように多く

の犠牲者が出た。 

 日本障害者フォーラム・東日本大震災被災

障害者総合支援本部作成の「宮城県における

住民死亡率対身体障害者(手帳所持者)の被

災死亡率」では、気仙沼市１．４％対３．９％、

南三陸町３．３％対１５．４％、石巻市２％

対５．２％、女川町５．８％対１５．６％と

なっている。身体障害者の死亡率は住民死亡

率に比し２～３倍高い。障害者、高齢者いわ

ゆる災害弱者にたいする十分な救援対策・施

策の速急な確立がなされることを望まざる

を得ない。 

 犠牲になられた方々のご冥福を心からお

祈り申し上げます。 

・・・・・・・・・・ 

 平成２４年９月、仙台市で開催される第４

５回全肢連全国大会では「災害を乗り越えて

幸せに暮らすには」をテーマにパネルディス

カッションを一般市民にも公開する市民フ

ォーラムとして行うことになった。一人でも

多くの市民の参加を得、災害に弱い障害者・

高齢者への理解を深めていただきたいと願

っている。今回の震災に際し、行政だけでは

対応しきれないことがはっきりした。普段か

ら隣・近所、町内会などとの情報交換、連絡

を密にして、いざと言う時に備える事の重要

性が指摘されている。一方、市民団体等によ

る様々な支援活動に個人情報保護法が壁に

なっているとの指摘もある。 

 これまでの障害者運動のあり方に一つの

課題を提起するものであると思っている。 

(金子 記)
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