
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
全肢連第４５回全国大会・ 

第３２回東北地区 
全肢連宮城大会を終えて 

 
岩崎 志郎 

 

 平成２４年９月８日～９日の両日に渡

り仙台市情報産業プラザで開催した第４

５回全国肢体不自由児者父母の会連合会

全国大会・東北地区全国肢体不自由児者父

母の会連合会宮城大会は、厚生労働大臣・

文部科学大臣・宮城県知事・仙台市市長の

ご臨席のもと総勢５９９名に参加協力を

いただいた。２日目閉会式は全肢連副会

長・大野博澄氏の大会終了宣言を以て大会

全日程を無事に終了することが出来まし

た。ご臨席を賜りました行政機関団体、ご

後援ボランテイアー各位、協賛・広告・寄

附等ご支援賜りました各位に心から御礼

申し上げます。 

 大会プログラム第１部記念講演～バリ

アフリー落語～桂福点先生、パネルディス

カッション～これからどうなる？障害者

福祉～コーデイネーター東北福祉大学教

授三浦剛先生、パネリストの先生方、大会

２日目第３部。市民フォーラム・パネルデ

イスカッション～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

～コーデイネーター（宮城県肢体不自由児

協会副会長）北島宏一先生、パネリストの

東北各県代表の皆様本当に有難うござい

ました。大会プログラム第１部記念講演、

パネルデイスカッション並びに２日目第

３部市民フォーラムは紙面の関係から大

会報告書を参照願います。 

 大会報告書作成の段になりハプニング

が発生しました。記録として採ったはずの

録音テープに２日目の録音は全然録音さ

れておらず、１日目の音声は採れてはいる

が非常に聞き取りにくいものでした。この

ような状況の中で、記録に正確性を期すた

め、全肢連と相談し第１部・３部に渡りコ

ーデイネーター及びパネリストの皆様か

ら再三に渡り原稿の確認を頂くなど多大

なご迷惑をおかけした事を深くお詫び申

し上げます。大会録音の不手際から報告書

の作成が遅れてお届けすることになりま

したことを深くお詫び申し上げます。 

 最後になりましたが、本大会開催に当た

り勉強不足・経験不足・執るに足らぬ私ど

も宮城県肢連を何から何までご指導くだ

さいました全国肢体不自由児者父母の会

連合会の役職員ご一同様に心から厚く御

礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県肢体不自由児者父母の会連合会 

会報  ここ  ここ  ろろ  第６１号 

発行責任者：宮城県肢体不自由児者父母の会連合会 岩崎志郎 

      〒983-0836 仙台市宮城野区幸町４丁目６－２ (財)宮城県肢体不自由児協会内 

      電話：022-293-2902 ＦＡＸ：022-293-2905 

      ホームページ：http://miyagikenshiren.web.fc2.com 

1



宮城県肢体不自由児者父母の会連合会 会報 こころ 第６１号         平成２５年６月 

 

第４５回全肢連全国大会を開催して 
 

松田 廣勝 

 

 全国肢体不自由児者父母の会連合会(全肢連)の全国大会を、東北大会と兼ねて昨年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

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この大会は、元々は福島県で開催する計画でした。しかし、一昨年（平成２３年）３月

に状況は一変してしまいました。１１日の東北地方太平洋沖地震、そしてこの地震に伴う

原子力発電所事故。放射能漏れは広範囲に及び、復旧がどうなるかわからない状況になっ

てしまいました。このため福島県での開催は困難となり、代わりに宮城県で開催してもら

えないかと打診があったのが同年５月のことでした。宮城県肢連の役員会、総会での協議

を経て「引き受けよう」と決まったのは６月１１日でした。 

 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

ませんでしたが、「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、「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

ムを実施することにいたしました。 
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 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

がるような企画も組み込みました。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。 

 プログラムが決まっただけでは大会を開

催できません。ステージはどのようなもの

にするのか、情報交換会のメニューはどう

するのかなど、企画することは多岐に渡り

ました。残念ながら宮城県肢連の会員には、

全国大会のような大規模なイベントをコー

ディネートできる人材はおりません。この

ため、宮城県で開催はしたものの、大会の

準備から開催、そして報告書の作成に至る

まで、全肢連殿に“おんぶに抱っこ”の状態でした。全肢連殿には改めて感謝いたします。 

 大会開催にあたっては多くの不手際があったと思いますが、その最たるものは大会記録

作成のための録音に失敗してしまったことでした。大会二日目の音声は全く採れておらず、

一日目の音声は採れてはいましたが、たいへん聞き取りにくいものでした。このため、大

会二日目の報告作成にあたっては、コーディネーターは元より、発言いただいた皆様にも

協力いただきました。ありがとうございました。 

 な お 大 会 の 詳 し い 様 子 に つ い て は 、 宮 城 県 肢 連 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://miyagikenshiren.web.fc2.com/）に掲示しております。 
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２０１２年９月の 

全国大会に参加して 
 

杉山 裕信 
 
 東日本大震災から１年半が経とうとし

ていた頃、全国大会がありました。被災地

支援という意味合いもあっての宮城大会

でしょうから、私も全国に発信する良い機

会と思い参加しました。 

 私は船岡養護学校同窓会会長として、震

災から５ヶ月経った頃に、震災時のことな

どを聞き取るアンケート調査をしました。

同窓生は震災時で６５０人程いましたが、

１人ひとりの思いを書いて頂いてまとめ

ました。それをもとに今後同じようなこと

が起きた時、同じあやまちを繰り返さない

ようにするためには、どうしたらいいか？

ということで、行政に対して要望書を提出

いたしました。 

 仙台市とは今、随時話し合いを進めてい

ます。報告できる段階になったら報告した

いと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国大会に参加して 
 

仙北肢会 川名 敏也 
 
 私は、全国大会に参加して自分が現在住

んでいる地域の方々との結びつきが大事

である事を再認識させていただきました。 

 都市部と違い郡部は障害者への在宅福

祉サービスや災害時の対応の整備が遅れ

ています。都市部のサービス水準に追いつ

くには時間がかかります。追いつくまで障

害者や家族は県や市町村に対して要望を

根気よく続けると共に障害者や家族は地

域内で支援者を増やしていく努力が必要

ではないかと考えます。地域の行事に参加

し、他の福祉団体と交流を持ち、その地域

固有の福祉の課題を認識し情報交換を行

う事が今後大事と考えます。東日本大震災

が発生し人と人との絆が見直されている

昨今、今回の全国大会の当県での開催は、

会員が一致協力し合えれば活動を行うこ

とが出来る事が解りました。 

 私は、今後の障害者を取り巻く社会の現

状は厳しいと考えていますが、障害者同士、

父母同士がこれまで以上の絆で活動を行

っていけば、明るい光が見えて来ると思い

ます。 

 

 

全国大会にて 
 

今野 得子 
 

 昨年２４年９月８日～９日と２日間に

渡って仙台駅からすぐ近くのアエルで、第

４５回全国肢体不自由児者父母の会と第

３２回東北地区全国肢体不自由児者父母

の会が行われました。 

 第１日目１２時３０分から開会式典が

行われました。１３時４０分から記念講演

として、目に障害を持った桂福点さんのバ

リアフリー落語が演じられました。スクリ
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県外からお見えになった大会参加者を温かくお迎えしました 

 

ーンを交えながらの落語はとてもおもし

ろおかしくとっても良かったです。その後、

１５時２０分からパネルディスカッショ

ン「これからどうする障害者福祉」として

コーデイネーター、パネリスト５人の方の

熱の入った意見が語られました。神奈川県

の石橋さんの、「私たち親はそんな難しい

ことはどうでもよい、住み慣れた地域で子

供と一緒に過ごしたい、どんなサービスで

も使いたい時にさっと使える状態を創っ

て欲しい」という発言は、私たち親の願い

ではないでしょうか。 

 第２日目は情報交換会とパネルディス

カッションとして、「災害を乗り越えて幸

せにくらすにはー己の持つ絆を再確認し

ようー」とのことで、宮城県（２人）、秋

田県、青森県、岩手県、福島県の６人のパ

ネリストがお話をしました。６階には宮城

県の地震時の津波のパネルが掲げられ、地

震前の時と津波が町を破壊したパネルを

見て、また思い出し本当に津波は恐ろしく

二度と起こらないで欲しいと願うばかり

でした。 

 大会の最後は金子会長さんの挨拶で、今

後の父母の会の活動はどうあるべきかで

色々な意見が出ました。 

 次に次期開催県の沖縄県会長の新里さ

んと福島県会長の照山さんの挨拶でおわ

りました。 

 この全国大会に係わって下さった全肢

連事務局長の上野蜜さん、県肢連会長の岩

崎さん、仙肢会会長の金子さん、事務局の

下山さん、理事長の松田さん、宮城県肢連

の役員の皆さん、本当にお疲れ様です。わ

たしたち親は歳もだいぶ取り、これからは

親亡き後少しでも早く障害者のために安

心して暮らせるような世の中になって欲

しいです。 
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東北ブロック指導者養成研修会 
 

日時：平成２４年１０月１３日（土）～１４日（日） 

場所：青森グランドホテル 

宮城県肢連参加者：２人 

 

平成２４年度東北ブロック地域指導者育

成セミナーについて 
 

佐藤 征機 
 
 平成２４年１０月１３日（土）～１４日

（日）に青森市の青森グランドホテルで開

催されました。第１日目には「障害者の住

まいの在り方について」をテーマに基本講

演と質疑・意見交換、第２日目には「本音

で話そう！ 生活のしづらさなど、地域の

現状と課題」をテーマに各県代表の報告と

意見交換が行われました。 
 
第１日目 ＮＰＯ法人わーかびぃー理事

長 松坂優氏の「障害者の住まいの在り方

について」講演では、①障害者の多様な住

まいの形態と、新しい住まい方について 

②肢体不自由児者にとってのケアホー

ム・グループホームのこれから ③親の高

齢化、自立生活を希望する障害者の住まい

の在り方 について等の話題を中心には

なされました。また、最近全国各地に作ら

れたケアホーム・グループホーム設立過

程・運営の課題について行った調査の結果

を基に今後の障害者の住まいの在り方に

ついての課題と問題点が話されました。 

 障害者にあった１人１人が、オリジナル

な生活を送るケアホーム、グループホーム

ができることを思いながら説明をきいて

きました。（次ページにその一部を紹介し

てあります。） 
 
第２日目 「本音で話そう！生活のしづら

さなど、地域の現状と課題」と題して、各

県からの提言者の発表があり研修討議を

行いました。話題は①通勤・通学を含む移

動支援 ②障害者の地域生活の場につい

て、家賃保証 ③緊急時における障害児者

の医療と短期入所 ④成年後見制 ⑤障

害者総合支援法 など多岐にわたり、各県

から積極的な意見交換が行われ研修会が

盛り上がりました。地域で生活するうえで、

住まいの確保と介護体制の確保は大きな

課題となっています。高齢化、少子化の社

会に向けて、安定した生活を送ることがで

きるように行政機関に働きかけをするよ

う皆様の協力が必要となります。 

 

 

平成２４年度地域指導者育成セミナーに

参加して 
 

畠山 まつ子 
 
 平成２４年１０月１３日、１４日の２日

間青森市のグランドホテルで行われまし

た。 

・全肢連父母の会連合会担当会長挨拶 

・参加者の自己紹介 
 
講演「障害者の住まいの在り方について」 

ＮＰＯ法人 わーかびぃー 

理事長 松坂  優氏  

 スライドにて２時間 

 その後質疑応答、情報交換会等、２時間 

 山形県を除く５県から多くの意見等も

出ました。青森では雪が多いので買い物や

除雪が出来ず困る、又障害者の働く場が少

ない、障害者のグループホームがないので

仲間と一緒に考えている。 

 福島の手をつなぐ親の会からは、緊急時

における障害者の医療と短期入所施設へ

の要望、重度者の受け入れが少ない、切実

な話が色々出ていました。年老いた痴呆の

親を見ている身障者の方も出席していま

した。（私のツブヤキ）行政は、どこまで

やってくれるのだろう。私達が行政を動か

さねば、自分達でやらねば・・・。 

 ２日目は、生活のしづらさなど、地域の

現状と課題 本音で話そう。 

 いろいろ話がでました。私は老人ホーム

の建設時には、障害者の入所枠を２～３割

取る事を青森の市会議員さんが参加して

いたので要望して来ました。これから若い

お母さん方も参加出来れば共通の話がで

き勉強になると思いました。 
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障害者の住まいの在り方について 
 

特定非営利活動法人わーかびいー 松坂優氏 
 
(平成２４年度全肢連東北ブロック地域指導者育成研修会でのプレゼンテーションから抜粋) 
 
＊わーかびぃー見学者の声から感じる理想の住まい 
〇支援者が夜間も常駐していると安心 
〇一人ぼっちの孤独を感じない一人暮らしがいい 
〇親子や兄弟でも暮らせるといい 
〇帰省しなくても済む支援体制が欲しい 
〇医療的ケアも受けられるといい 
〇交通の便が良いところがいい 
〇実家に近い場所が安心 
〇新しい建物、きれいな建物 
〇経済的負担は少ないほうがいいなど・・・ 

 
＊ケアホーム（共同生活介護）・グループホーム（共同生活援助） 
・ケアホーム（正式名称は「共同生活介護」） 
・障害程度区分２以上（身体・知的・精神） 
・職員配置は、管理者・サービス管理責任者・生活支援員・世話人。 
・夜間支援員は入居者の障がい程度により、常駐しているホームや夜間巡回を行ってい
るホームなどさまざま。 

・グループホーム（正式名称は「共同生活援助」） 
・障害程度区分関係なし 
・職員配置は、管理者・サービス管理責任者・世話人。 
・基本的に夜間支援はない。 

 
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 

 
＊自分たちでつくる方法は？ 
ケアホームやグループホーム 
・個人ではできない。 
・法人格必要（社会福祉法人、ＮＰＯ法人、株式会社等） 
・設置要件を満たせば、だれでも設置することができる。 
・人材確保、採算性等、どのように運営するかが問題。 
・ケアホーム単体の運営だと、人の配置等が厳しく、緊急対応や柔軟な対応がとりづらい。 

 
＊個人や仲間で共同住居運営（初期段階） 
・住宅の確保や資金調達はどうするか。 
・ケア提供の体制をどうつくるか。 
・夜間支援や食事つくり等、親はどこまでかかわるのか。 
・親がケアマネージャー役はずっとは続かない。 
・親が仲がよくても本人たちの相性がよいとは限らない。 
・最初は親同志で作るのもよいが、限界もある。 
・最終的には、個人や仲間での運営でなく、法人組織による運営にしていくことが安定
的運営に結びつくのでは。 

 
＊個人や仲間で共同住居運営 
・建物の老朽化に伴うメンテナンス費用をどうするか。 
・いつまでもかかわり続けられない親たちの関わり方をどうしていくのか。（自立生活の

安定のために） 
・医療の問題・・・・・加齢にともなう２次障害、リハビリや・医療の体制など。 
・緊急時・災害時の対応 
・利用者と運営者だけの関係性でおわらせない、第三者の入った運営体制の確立
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さわやかレクリェーション 
 

日時：平成２４年１０月２３日(土) 

場所：仙台自立の家 
 

 仙台自立の家の「ふれあい地域感謝祭」

の会場の一角をお借りして『ハンドアーチ

ェリー』を実施しました。 

 

 

 

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。 
 

 

感 謝 祭 

瀧澤 琴子 
 
 １０月１３日（土）感謝祭が開催される。

今年も例により、蔵王の我妻さんから里

芋・梨、芋沢の佐竹さんから里芋、山形の

菅野さんからお米・餅米を仕入れ販売しま

した。また、入間川さんの畑を借りて野菜

を作っている志子田先生から、じゃが芋・

さつま芋を沢山寄付して頂きました。佐竹

さん、岩崎さんからも茄子・葱を沢山寄付

して頂きました。当日の午前は、晴れてい

ましたが午後より強風のため、室内で販売

しました。お客様も顔なじみが多く利用者

も頑張って販売をしていました。 

 ふれあいコンサートとして男声コーラ

スがあり、知っている曲は一緒に歌って楽

しんでいました。 

 今年度のさわやかレクリエーションは、

感謝祭と同時開催し、地域の人との絆、交

流を深めようとのことで、ハンドアーチェ

リーをし、参加された方は参加賞や景品を

頂き喜んでいました。 

 バザー用品は、衣服が多く残品も多かっ

たです。衣服などの残品は、はらから村田

作業所「蕗のとう共同作業所」リサイクル

事業「輝再館」に寄付して喜ばれました。

バザーの収益金は、自立の家、後援会、父

母の会で配分しました。 

 感謝祭には、皆様からの沢山のご支援ご

協力を頂きまして有難うございました。 

 

さわやかレクリエーション 

今野 得子 
 
 平成２４年１０月１３日(土)に自立の

家のふれあい感謝祭が行われ、その中にさ

わやかレクリエーションも行いました。当

日最初はとても天気が良かったですが、そ

の内徐々に風が強く吹いてテントは飛ば

されそうになり、バザーの品も何度か飛ば

されるようになったので、急いで建屋内で

販売することになりました。またふれあい

コンサートもあり、とてもよかったと思い

ます。 

 今回のさわやかレクリエーションでは、

ハンドアーチェリーと言って、手に持った

矢を的に向けて投げ、的に当てると点数が

出るゲームをやりましたが、なかなか難し

いゲームでした。初め皆さんがゲームをし

ているのを見てると、これなら私も出来る

かなと思い、挑戦したのですが、これが又

向かう的から外れ、殆ど下に落ちてしまい、

当たったのは５本中２本だけだったよう

な気がします。本当に見るのと挑戦するの

とは違い、難しいですね。子どもたちの方

が、結構上手でした。点数の多い人ほど自

立の家の金券が頂けたのでよかったかな

と思いました。 

 

感謝祭に参加して 

束松 妙子 
 
 感謝祭・渡部施設長を中心にボランティ

ア、家族会の方たちで手際良く準備ができ

た。皆さんの協力で、バザー品、施設の製

品も数多く、利用者、父母の会会員など

各々の役割分担がありました。利用者は

「いらっしゃい、いらっしゃい」と大声で
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楽しそうに見受けられました。又町内の方

たちも年毎に多く見え協力していただい

ているようで、やはり地域交流も大切だと

感じました。特に水耕栽培の野菜は品数も

多くなり、新鮮で評判が良かったようです。

私も近所の方たちにあげると、障害のある

方たちが栽培していることを感心し、「お

いしいね」といつも喜ばれています。 

 野菜は、植付け、ハウスの管理、製品、

販売まで、生ものですから大変な作業だと

思います。利用者の方達も頑張っているよ

うですが、職員の方たちは利用者の指導を

なされながら常に努力されていることに

感謝して居ります。 

 又ボランティアの方たちの楽器の演奏

があり、皆なで合唱し、楽しいひと時を過

ごしました。残念なことは、終了直前に突

然、突風が吹き荒れ、テントが倒れそうに

なり、やむなく館内での販売になったこと

です。それでも感謝祭が無事終了できたこ

とは本当に良かったと思いました。 

 

バザー残品再活用の道開ける 

リサイクルと発展途上国へ 

目黒 恵子 

 毎年バザーの時は、値段付けなどの準備

や当日の販売を一生懸命にするのですが、

どうしても品物が残ってしまい、その整理

に頭を痛めているのが現状です。 

 今まではバザーで残ったものは、自立の

家の利用者に使っていただいたり、大崎公

民館祭の時に自立の家の野菜やお菓子と

一緒に販売したり、翌年のバザーまで保管

したりしていましたが、去年はバザーの準

備中のところ新聞で“売り場も商品もリサ

イクル”という見出しの記事を目にしまし

た。読んでみると、それは障害者の働く場

づくりを進めている「はらから福祉会」が

旧校舎を再活用して古着販売を始めたこ

とを紹介したもので、再活用された旧校舎

には、再び輝く館と言う意味で「輝再館」

と名がつけられ、「蕗のとう共同作業所」

が古着を引き受けて販売しているという

ものでした。 
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 残品の一部はここも利用してみたらど

うかと思い、感謝祭の後の反省会の時にみ

んなに諮ったところ、場所も仙台から遠く

ない村田町でもあり、今回から利用してみ

ることに決まりました。お届けする荷物を

積み、見学も兼ねて６人で「輝再館」を訪

ねたのは１１月１７日でした。広々とした

旧校舎の１階と２階の各教室に所狭しと

思われるほどたくさんの古着（新品やバッ

ク、靴などもありましたが）が並べられて

いましたが、階段や廊下、帽子掛けなども

利用して買いやすいように整理して並べ

られており、働いている人達が工夫しなが

ら仕事をしていることが感じられました。 

 私がとりわけ心を惹かれたのは、ここで

販売して残った品は別の会社を通して発

展途上国へ送られるということです。いろ

いろ考慮されて、古着でも大切に取り扱わ

れていることをうれしく思いました。 

 帰り道に昼食をとりながら、役員会とは

また違った雰囲気の中でそれぞれ考えて

いることを話し合うことが出来、有意義な

一日を過ごすことが出来ました。 

 

 

大崎市公民館まつり 
 

日時：平成２５年３月２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２５年３月２日。今年で４回目の出

店となる、親しみさえ感じる大崎公民館ま

つりです。 

 父母の会員５人で、唯一の男性堀籠さん

には大変ご苦労をかけました。今野さんの

車と大小２台の車を出して頂き出足は快

調でしたが、古川が近づく頃になって様子

が変わり、途中から春の嵐、吹雪と暴風警

報まで出ました。今日は最悪の日になるの

かしらと思いながらの古川行きになって

しまいました。 

 例年通り長机、椅子等を揃えて待ってい

て下さった職員の方々には有り難く感謝

しながらも、案の定品物を置けば飛ばされ、

雪まじりの強風に開店準備も出来ません。

館内に入れてほしいと思ってお願いに行

ったのですが、場所がないと言われ、それ

でも３度４度と職員にお願いしました。 

 昨年までは正午前までに準備出来てい

たのに、今回は１時頃になり、天候も天候

だったのでこのまま仙台に持ち帰るのか

しらと思った程でした。そんな時休憩所の

一部を空けて頂き、自立の家の品物だけは

並べる事が出来ほっとしました。 

 それでも玄関前とは違って、陰の部屋に

なり売上が心配でしたが、来館のお客様が

足を止めて買って下さったので、締め切っ

た時は５万円を超していました。 

 天候の悪さもあって、薄暗くなるのも早

く、帰路途中の地吹雪のすごさに、今野さ

んと同乗者は怖かったと言ってました。仙

台に入り自立の家に着いた時はちょっと

ほっとしましたが、相変わらず古川並の荒

れ模様で怖かったです。 

 自宅に着いた時は８時を過ぎていて、翌

朝お隣の物置が倒れているのを見て、仙台

も大変だったんだなと思いました。こんな

事もあった大崎公民館まつりの出来事で

した。

東日本大震災復興支援活動
 
仙台自立の家は 昨年に続き今年度もお買上げ商品価格の５％を災害復興支援金として
寄付いたします 皆様のご協力をお願いします 
 

期間 ５月１４日～７月１３日 

昨年は市民の皆様のご協力により ８万７千円を災害復興支援金として仙台市身体障害者協会をとおして寄付いたしました。 
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単位会だより 
 

仙台肢会 

 第２５回総会を平成２４年５月１９日

に仙台自立の家で行った。仙台市で開催さ

れた第４５回全肢連全国大会、第３２回東

北地区大会・宮城大会には３７名の会員が

参加した。東北ブロック研修会（青森市）

には２名参加した。仙台自立の家感謝祭は、

さわやかレクリェーションと共催でハン

ドアーチェリーなどを楽しんだ。大崎公民

館祭りでは例年通り、仙台、仙北、東部各

肢会共同で参加した。「２０１２みやぎア

ピール大行動」には１５人が参加した。 

 第１回仙台肢会雑談会が行われ、２０人

の会員が参加した。会員の高齢化に伴う

色々な問題が話し合われた。 

（金子 記） 

 

東部地区肢会 

 平成２４年度総会を平成２４年８月５

日（日）多賀城市レインボー多賀城で開催

しました。岩崎志郎会長を講師に「障害者

総合支援法の現状」等々の勉強会と震災後

の会員の現状等について情報交換会を行

いました。 

 会員の皆さんの声は、震災後の仮設住宅

生活の問題や家庭での支えや、親の高齢化

での悩み等多くのお話を頂きました。 

 第４５回全国肢体不自由児者父母の会

連合会・第３２回東北地区大会が仙台で開

催され全国の皆さんと交流することが出

来ました。その中で神奈川県肢連の皆様と

お話する機会があり、家族会の皆様と宮城

県を訪問交流の希望があり、平成２４年１

０月１０日に意見交換会を開催すること

が出来ました。神奈川県肢連、横浜市肢連、

横浜市金沢区肢連の父母の会の皆様が、宮

城の被災地の現状を知りたいと、大型バス

で各地区を隈なく訪れた途中で、意見交換

会を塩釜市杏友園を会場に行いました。東

部地区の皆さんと「震災後の状況」「障害

児者の避難と生活（避難所生活）」も含め

て意見を出し合いました。神奈川県肢連の

皆様は、今後の災害対策に活かされる交流

が出来て良かったと話していました。 

 会員の皆様には、まだ被災後の生活が大

変です。支え合いながら活動を継続して行

きましょう。皆様のご協力によりまして利

府仙塩病院内に自動販売機を設置するこ

とが出来ました。お礼申し上げます。 

（赤間 記） 

 

仙南肢会の活動休止について 

 仙南肢会では、延びのびになってしまっ

ていた総会を平成２５年２月１２日に開

催することを計画し、１月２３日に会員１

８名に開催案内を差し上げました（出欠に

かかわらず返信はがきを２月５日までに

投函するようお願いしました）。しかし、

２月８日までに返事をくれたのは６名だ

けで、出席するとの返事はありませんでし

た。会長１名だけでは総会になりませんの

で、総会の開催は取り止めると共に、仙南

肢会としての活動も当面休止することと

しました。 

（元仙南肢会会長 松田 記） 

 

仙北地区肢会 

 平成２４年度・仙北地区肢会は、県肢連

事業活動、第４５回全肢連全国大会・第３

２回東北地区全肢連宮城大会を中心とし

た街頭募金活動、さわやかレクリェーショ

ン等に参加しました。 

 仙北地区肢会として特色ある地域に密

着した活動が出来なかったのでは？と反

省しています。 

 当会も紛れなく会員の殆どが高齢です。

仙北地区父母の会の存続発展に向け、新会

員を募る上で現会員の行動力により、地区

内ブロック毎の行事、活動も必要かと思い

ます。県内会員様からのお力をお願いいた

します。 

（山崎 記） 
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仙台肢会・第１回雑談会 
 

日時：平成２５年４月３日(水）１１時～１５時 

会場：仙台市福祉プラザ・第二研修室 

 

 かつてから「会員がそれぞれ現在抱えて

いる悩み、心配事などを気兼ねなく自由に

話し、お互い相談できるような機会を是非

もって欲しい」という強い要望に応えて、

雑談会を持つことにしました。 

 まず会開催にあたり、次のようなご案内

を送り、ご回答を頂きました。「さて、本

会も近年会員の高齢化が進み、会の結成当

初に比べ会員の会活動への要望にも大き

な変化が現れております。特に親亡き後の

問題は現実のものとして目の前にあり、切

実な心配事となっています。会活動で最も

大切なことは会員が現在抱えている種々

の悩み、困りごと、要望を適切に捉え、会

にやって欲しい事、会員の心配・悩み事な

どを格式張らず、ざっくばらんに話し合う 

機会を持ちたいと思い「仙肢父母の会雑談

会」を開催いたしますのでご案内いたしま

す。」 

 ２０人の会員から参加のご回答を、１４

人の方から短いご回答を頂きました。ご回

答は会報の「会員便り欄」に掲載しました。

以下に会当日の話し合いのあらましをご

報告します。尚以下の記述は金子、瀧澤の

簡単なメモによるものですので、発言者の

真意を充分に伝えていない記述もあるか

もしれませんが、ご容赦ください。また敬

称は省略させて頂きました。 

 

参加会員：石井、板橋、入間川（喜）、入

間川（節）、金子、今野、佐藤、清水、

鷲見、瀧澤、束松、畠山、本多、松田、

目黒、横沢、菅原（東部肢会） 

 

 冒頭、金子から今回この雑談会を開くに

至った経緯について簡単な話がされた後、

出席者が順次簡単な自己紹介、近況につい

て話をしました。 
 
清水：息子は、現在施設（仙萩苑）に入っ

ているが、最近しきりに一人暮らしをし

たいと言っている。施設の人とも色々と

話し合った結果、結局は施設にいること

にしたが、本人は一カ月に一回ぐらいは

自由に外出しているみたいです。私は嘱

託で老人のグループホームに行って診

察しているのですが、そこは設備が整っ

ており、身障者にもこのようなグループ

ホームがあればいいなと思いました。 
 
本多：家族で娘を入浴させていたが、最近

は大変になりヘルパーを頼んでいる。今

日は、障害者用のケアー付きマンション

や成年後見人制度について資料を用意

してきましたが、時間をとるので後で詳

しく話したい。 
 
工藤：自立の家を退所して家にいます。楽

しいと言っています。今日は皆さんの話

が聞きたくて参加しました。 
 
畠山：自立の家を退所して市営住宅で独り

暮らしをして１０年になる。年金と保険

金で生活している。新しいバリアフリー

の市営住宅に移りたいと思っている。 
 
石井：自立の家開所以来の入所、怪我をし

て大変だった。父親とは何も話さない。 
 
目黒：会員も子供たちも年をとってきた。

健常者と障害者が共に過ごすところが

あればいいなと思う。個室でケアー付き

のマンションなどがあれば。障害者避難

場所に行くのに町内会の高齢者のお世

話になるのは気が引ける。仙台市で「災

害時要援護者情報登録制度のご案内」と

言うのを出して登録を勧めているが、会

員の皆さんは登録しているのでしょう

か？ 
 
金子：仙台肢会では会員全員にそのことを

知らせてある。後でまた話をしましょう。 
 
板橋：車いすですが、少しずつでも外に出

そうと思い、一人で出来るようにしてい

る。 
 
横沢：自立の家に４年半通所してから退所

しました。精神的なプレッシャーがかか
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り、通所させるのも大変だったんです。 
 
松田：自立の家通所１５年目になる。なん

とか行っている状態ですが、社会参加の

一つだと思っている。 
 
束松：腰が曲がってきて歩くのが大変であ

るが頑張って通所している。 
 
今野：自立の家に通って１４年目です。二

次障害が在り大変ですが、楽しく通所し

ている。 
 
入間川：娘も４０歳を過ぎ、二次障害があ

り大変です。家にいると体重が増加する

が、通所でバランスをとっている。 
 
節子：身体が少し重くなって大変です。車

椅子にもライト付きが必要だと思う。 
 
瀧澤：自立の家に１５年目です。家庭的な

グループホームがあればいいと思う。 
 
金子：一昨年、娘が頸椎症で首の手術をし

た。二次障害であり、脳性まひの人に多

いので、注意する必要がある。仙台市の

二次障害者健診は車椅子の人しかやっ

ていない。親亡き後の問題でも、最近障

害児を抱えた家での孤独死の報道が頻

繁に出ている、真剣に考えなくては。目

黒さんが前から言っていた親の緊急時

に頼むところが充分用意されているの

かも問題ですね。 
 
佐藤：２人の息子はグループホームに入っ

ているが、なんとか年金で間に合ってい

る。 
 
鷲見：「きょうされん」で活動している。

現在生活保護で生活しているが、障害者

年金の改善を考えてほしい。 
 
菅原：地震の時、子供を迎えに行けなく、

自立の家の友達のところで過ごし助か

った。親亡き後の事が心配である。 
 

・・・・・・・・・・ 
 
本多：お手元の全肢連活動情報誌「わ」Ｎ

ｏ・１１に「各地で取り組みがすすむ肢

体不自由者の住まいの場づくり」特集が

載っていますので、かいつまんで紹介し

ます。 

 最近、自分たちの住む地域に於いて障

害者の住まい作りが進んでいます。特定

非営利活動法人や株式会社を立ち上げて、

既に運営しているところ、これから計画

しているところ。地域活動センターや生

活介護・居宅介護をしている団体が住ま

い作りに取り組み始めています。しかし、

ケアホーム、グループホーム入居者は増

加しているにもかかわらず、肢体不自由

者の利用は低調です。受け入れる数が少

ないため本当に緊急に住まいの場が必要

になっても空きがなく、行き場がないと

いうのが実態です。では、家族の方が望

んでいる理想の住まいとはどんなもの

か？「わ」資料３～７参照。 

 現在、ケアホーム・グル―プホームの

入居者には、国は平成２３年１０月より、

毎月１万円の家賃助成を行っています。 

ケアホーム・グループホームを自分たち

で作るにはどうしたらいいのか？資金調

達、建物の確保、運営する人の確保等課

題は沢山あります。（本会報・研修会、７

頁参照） 
 

住まいの取り組みの最新情報 
 
・鳥取県米子市：平成２２年４月に共同住

居を改修増築して、各自、自分の部屋を

持てるようになった。 

・京都府京都市：京都市身体障害者父母の

会では、会員の高齢化による介護負担と

ご本人の要望にこたえ、住まいの場づく

りをすすめるために建設用地を確保し

た。 

・奈良県田原本町：肢体不自由児・者父母

の会が主体である法人・団栗会が、平成

２２年に共同住居の取り組みを始めた。

マンションの一室を借りて、男性１人、

女性２人が共同で暮らしている。ここに

入居する前は、入所施設に暮らしていた

人達です。 

・埼玉県美里町：心身障害者親の会が中心

となって平成８年「デイケアハウスまつ

ぼっくり」開所、２４年４月からケアホ
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ームに移行した。６人が（男性３人、女

性３人）が利用している。 

・兵庫県伊丹市：父母の会メンバーが中心

となって株式会社「てとてと」を設立、

平成２４年伊丹市で初めての肢体不自

由者向け定員６人のケアホームをオー

プンした。兵庫県では国の家賃助成１万

円を超える２万５千円の助成が在り、４

万８千円の家賃ですが、実質２万３千円

で済みます。 

・鳥取県鳥取市：父母の会の会員を中心に

法人を作り、肢体不自由児者が入居可能

な市内初のケアホームを建築中である。 
 
 このようにして全国で肢体不自由児者

のケアホーム、グループホーム作りが進

められています。 

 仙台市父母の会でも誰か中心となって

ケアホーム作りをやってくれる人がいま

せんかね。 
 
目黒： 私は、親も一緒に住めるようなホ

ームがあればいいなと前から思ってま

す。そういうのが欲しいですね。 
 
畠山：うちの息子は現在市営アパートに住

んでいるが、障害者には不便。バリアー

フリーの新しい市営アパートに移りた

いんだけど、順番待ちでそう簡単に行か

ない。 
 
清水：今までの施設は大抵山の中の人里離

れた所に作られているんですね。これが

問題だと思いますね。町の中にあればい

い。 
 

・・・・・・・・・ 
 
本多：もう一つ重要な問題に成年後見制度

があります。資料として、①守る会会報

（平成２５年１月）の「「成年後見人と

相続」について」と②両親の集い（２０

１３年２月）の「成年後見制度とは」の

コピーをお手元に配りましたので見て

ください。 

 ①の記事はエコーに娘さんがいる母親

が、自分たち親が欠けた時の財産相続の

事などなど、向後の憂いがないようにす

るために成年後見人制度を利用すること

にした。その過程に、まず裁判所に特別

代理人の申し立てをすることから、大変

な手続きが必要だったことが具体的に述

べられています。②の記事は、何故成年

後見人制度が必要か？成年後見制度の概

要から始まり、親が亡くなった時に重要

な遺産相続について、後見人の選び方な

ど種々の例をあげて説明しているので紹

介します。 

 ［この説明では実際に後見人を誰にす

るかなどが具体的に説明されたが、会報

紙面の都合で省略させていただきます。］ 
 
清水：私は相続については既にちゃんと遺

言状を書いています。 
 
＊平成１９年・県肢連会報「こころ」５５

号、仙台肢会会報２７号も参考になります。 

（文責：金子、瀧澤） 

 

○成人後見制度を利用したい時は 
 
・仙台市成年後見総合センター 

 認知症や障害等により、判断能力面で

支援を要する状態になっても安心して地

域生活を送れるよう、地域包括支援セン

ター等と連携し、市民の成人後見制度の

利用を支援します。 

○相談・援助に関すること 

・無料 

・相談時間 月曜～金曜 

９時３０分～１６時 

・問合先 仙台市福祉プラザ ７階 

     電話（２２３）２１１８ 
 

・成年後見制度利用支援 

①市長による後見開始の審判請求 

 特に必要と認められるときに、家庭

裁判所に対して 後見等開始の請求を

します。 

②後見人等報酬の助成 

 市長が家庭裁判所に対して後見人等

開始の審判の請求を行った場合、一定

の基準により報酬を助成。 

窓口  各区役所 障害高齢課 

（金子記） 
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全国大会も盛況のうちに終了、 

これからの活動の中で望むことは 
 
― 老後も安心して生活できる 

終
つい

の住処
すみか

の建設を ― 
 

目黒 惠子 
 

 東日本大震災の為、福島県での全国大会

開催が困難となり宮城県で開催すること

になりましたが、たくさんの方々の大きな

支えのおかげで短い準備期間でしたのに

盛会のうちに終了することが出来たこと

も、会とかかわりのある「仙台自立の家」

で印刷された報告書が立派に出来上がっ

たことも大きな喜びでした。 

 全国大会のテーマでもあった「２１世紀

の障害者福祉は」について考えてみた時、

この先父母の会としてやっていきたいこ

との１つに「老後も安心して生活できる終

の住処づくり」があげられると思います。

この事については、今までも役員会の時に

話題になったことがありましたが、具体的

なことについて話し合いはなく、未だスタ

ート地点に立っていないのが現実です。 

 一ヶ月ほど前、ひとり暮らしの父母の会

員（障害者）との電話で「グループホーム

でもあったら入りたい」という声がきかれ

ました。身体が弱り、ひとり暮らしが心細

くなった時などは誰もが思うことだと思

います。また、施設ではなくひとりで自由

に生活していたいと望んでいる障害者も

いますが、そのどちらの願いにも応えられ

ない現状のように思います。 

 親が高齢になり施設に通うのが大変に

なって来ているのに仙台市外の施設にお

願いせざるを得なかったり、子供の生活を

するのが大変になってきているのに無理

をしていたりと、親子とも安心して生活す

ることは出来ないものかとも思います。 

 仙台市肢体不自由児者父母の会では年

度始めの４月３日、雑談会という形で話し

合う機会を持ちましたが、この時もわが子

のこれからの暮らしのことが話題になり

ました。 

 いろいろな面で便利で住みやすくなっ

ている１００万都市仙台です。親が年をと

っていくにつれ子供達も年を重ねて来て

います。その子供達が老後を楽しくいきい

きと暮らせる場づくりを、これからの話し

合いのなかで、みんなで本気になって考え

ていきませんか。 

 ひとつの敷地の中に障害者のホーム（ま

ずは小規模のものでもいいと思います）と、

福祉のことを学ぼうとしている学生の寮

や介護のことを学ぼうとしている学生の

寮などがあり、高齢になった親も住むこと

が出来る建物もあって、お互いあたたかい

交流を持ちながら生活出来るような所が

あれば・・・と夢を抱いています。 

 これからの父母の会の活動の中でぜひ

実現出来るように、この事についてもみん

なで取り組んでいきたいと思っています。 

 

真剣に考えよう身障者ケアホーム・グルー

プホーム建設、仙台市にも 
 

 上述のように身体障害者にもグループ

ホームなどの建設が認められるようにな

り各地にその建設が行われています。本会

でも何年も前からグループホームの建設

を望む声が出されているが、具体化されて

いません。一つの施設を作るにしても並大

抵なことでないことは、仙台自立の家の建

設に際し、本多前会長らが心血を注ぐ苦労

を重ねた結果であること想起すれば明ら

かです。グループホームの建設と言えども、

容易なことではなく、会員の中何人かの人

が真剣に取り組む必要があると思います。

そのため、会員の要望や建設参加への意向

などを調べ、情報を共有することにより、

建設推進の一助としたいと思っています。

近々、アンケート調査をしますのでご協力

をお願い致します。 

（金子記） 
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会員便り 
 

この頃思うこと 

永井 みね子 
 

 我が家の小さな庭に鳩の夫婦が巣を作

りました。体調崩れの私がする事もなく庭

を眺めていると、「目を覚まして」と言わ

んばかりの行動が繰り広げられたのです。

夫婦で小枝や、ビニール端等を何度も運び、

ある日木の茂みの中に卵を抱いている姿

が見えました。父親は、日に２～３回えさ

を運んでいます。その様子を見ていたら、

厳しい自然の中で明日はわからなくても

今を必死に生きることなのだと言われた

ような気がしたのです。 

 今、自分が不調になって子供の苦労が現

実に身に染みました。ふりかかってみない

と解らないですね。 

 仕事や、毎日の生活で辛い事があっても、

支えてくれる「愛」が一番必要なのだと思

います。それで乗り越えて行けると思いま

す。家族でなくても、安心して暮らせる場

が増えて行く事を願うばかりです 

 

父母の会の活動の中で 

取り上げて欲しいこと 

目黒 惠子 
 

１．障害の「児」が残された人生を楽しく

生き生きと過せる施設を。 

 過日の大会開催の趣旨の中に、父母の

会会員の長年の願いである「親亡き後」

の不安は依然として解消されていないと

あります。しかし、親も児も高齢化した

現在では、この事と並行して親自身いっ

しょに暮らしている子供の世話が出来な

くなってしまった時、子供が残された人

生を楽しく生き生きと送れる施設が必要

に思われます。 

 上記のような時、親身になって相談し

て頂ける窓口は現在どこなのでしょうか 
 
２．不意の出来事に出合った時、障害の

「児」を頼める施設を身近に。 

 急に障害の「児」を置いて出掛けたい

用事の時、親自身右往左往しながらお願

いできる所（施設）がないので困ってい

るのが仙台の現状（宮城県も含めて）の

ように思われますが、このような時相談

窓口はどこなのか。 

 葬式や身内の看病の為遠方まで出掛け

なければならない時いろいろ頭を痛めら

れた話を身近に耳にしています。 

 上記のような時、区役所から受給券と

かを頂くと昼間だけは、あずかってもら

える所を紹介してくれるとの事を後日聞

きましたが、距離的に離れすぎていたと

の事です。このような券のあった事を何

人の役員がわかっておったかと思ってい

ます。 

 

― 私も一言 ― 

仙台肢会雑話会ご案内への回答より  
Ａさん 

話題：父母の会にも後期高齢者が増えて

きて、親亡き後の問題は焦眉の課題と

なっている。しかし具体的にどのよう

にしたら良いのか分からないというの

が大半の会員の状況だと思いますので、

いろいろ本音の話し合いがしたい。親

の緊急時に障害児の面倒を誰に頼めば

良いのか心配をしている人も多い。ど

う考えているのか実情を知りたい。 

近況：最近足が急激に弱くなり、行動に

支障が出てきました。８０過ぎて、や

っと障害者の本当の気持ちが少しだが

わかるようになってきたと思います。

おそすぎたかも知れませんが。 

 

Ｂさん 

・年に１度位はみんなで心置きなく語り
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合うことが必要だろうと前々から思っ

ておりましたので、今回このような会

を持つことについてよかったと喜んで

います。 

・障害を持った【児】が残された人生を

不安なく生き生きと過ごしていくため

に、地域での協力・理解が必要だと思

います。その為には町内会単位ででも

障害者が住んでいる家のマップも欲し

いと思いますが・・ 

・不意の出来事で家族だけでは手が足り

なくなったとき、お頼み出来る施設を

身近に、誰でも分かっていることが大

切。 

・このような会に、一人でも多くの人が

気安く参加する為に、地区毎に世話役

でも決め、地区毎に呼びかけが必要だ

と感じますが。 

・今回の連絡は案内から会合当日まで、

２ヶ月と余り間が長すぎたように思い

ますが。（返信が少なくなければ問題は

ないのですが） 

 

Ｃさん 

 毎日考えない日はないくらい、自分の

老いと、ボケる前に障害を持った子供の

事のこれからをあせります。 

 

Ｄさん 

 障害者年金が生活保護費並になればと

思います。施設では、その額に近づける

ために職員が苦労していると聞いていま

す。 

 

Ｅさん 

 両親が死去した後、子供が共同生活等

して、無事に人生を送ることができる様

に、今親として何ができるか考察し、実

行したいと思っています。ご指導を何卒、

よろしくお願いします。 

 

 

Ｆさん 

 自然災害の影響を受けて、人生観も価

値観も大きく変更せざるを得ませんでし

た。家族から離れて、自立をして暮らす

ことが本当に必要なのかどうか？（本人

の希望次第と思いますが）仕事場も住む

家も、心穏やかに過ごせるようであって

ほしいと願うばかりです。 

 

Ｇさん 

 お世話になっております。 

 只今、私が体調をくずし、毎日だらだ

ら生活しております。毎日寒さが厳しき

折、皆様もご注意下さい。 

 ３月１２日杏友園に入園することにな

りました。 

 

Ｈさん 

 息子は療護施設に入所しております。 

 退所してアパート等を借りて１人で生

活したいと言って、施設に対する不満を

盛んにぶちまけて困っています。現段階

では、そう言う生活は無理だと思います

ので、グループホームのようなものがも

っと出来れば良いのではないかと考えて

いますが、せっかちでしょうか？ 

 

Ｉさん 

 歩行可能な障害者にも緊急時の移動に

備えて車椅子が欲しいです。また、車椅

子にもライトの装備を義務付けて欲しい

です。 

 

Ｊさん 

 父母の会と障害者との会合では、身体

障害者自身はずっと在宅で過ごす事を希

望される人が多かったので在宅でも安心

して生活出来る制度があればと思います。

仙台にもグループホーム、施設も必要だ

と思います。 
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Ｋさん 

 親亡き後の事が心配です。真剣に考え

ていかなくてはいけないと思います。 

 

Ｌさん 

 恭子は白石不忘園で元気に過ごさせて

頂いて居ります。 

 園長先生、職員の皆様が非常に心温か

く介護して下さって居りますので、すっ

かり安心して心より感謝致して居ります。

私も何とか元気にころばぬ様に生活して

居ります。 

 

Ｍさん 

 女房が歩行困難になり、一人にしてお

く事は不可能になりましたので出席でき

ません。 

 介護施設の増設の可否についてお話を

聞きたい。 

 

Ｎさん 

 仙台自立の家に通所して１５年目にな

りますが、本人も大変だと思いますが、

送り出す親も年々年を取って来ますので、

このままの状態がいつまで続くのかと思

うと不安になります。又両親がいなくな

ったあと本人の立場などを考えると切り

がありません。 

 

 

 

 
平成２５年度各種会合等予定 

 
第４５回全肢連全国大会 
 日時：平成２５年１０月２６日～２７日、会場：那覇市・パシフィックホテル沖縄
 
第３３回全肢連東北地区大会 
 日時：平成２５年１０月１９日～２０日、会場：福島市・飯坂温泉ホテル聚楽 
 
平成２５年度東北地区指導者養成研修会 
 日時：未定、会場：秋田県 
 
第３６回宮城県肢連総会 
 日時：平成２５年６月２日（日）、会場：宮城県障害者福祉センター 
 
第２６回仙台肢会総会 
 日時：平成２５年５月２６日（日）、会場：仙台自立の家 
 
東部、仙南、仙北、石巻単位会総会：日時・場所未定 
 
さわやかレクリェーション：日時・場所未定 
 
仙台自立の家まつり 
 夏祭り 平成２５年７月２７日 
 感謝祭 平成２５年１０月１２日 
 
大崎公民館まつり 
 日時：未定、会場：大崎市公民館 
 
みやぎアピール大行動２０１３ 
 日時：平成２５年１１月４日、会場：せんだいメディアテーク 
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大人になった「児」から 

父母の会への手紙 

 

会員増強には現役世代の障碍児を育てて

いる若い親との継続的な交流が必要で

は？ 
 

会員：仙台肢会 小野寺 幸 
 

 父母の会の会報を読むと毎号のよう

に「若い親たちの入会を促す。」という

趣旨の文章が掲載されている。しかし、

現状で入会の勧誘以前に現在「障碍児」

といわれる子どもがいる若い親たちと

継続的な交流のある会員はいったい何

人いるのだろうか？ 私は１５年以上

も前から自分より若い世代の親と、その

子どもたちとの交流を積み重ねてきた。 

 そしてその経験から気づいたことは

自分自身や、その親世代の経験が現在の

若い親や障碍当事者にうまく伝わって

おらず、役所や教育機関などとの交渉に

活かされていないということだ。 

 しかし、その反面現在の社会情勢や現

在の子どもたちの障碍の内容、状態が私

たちの子ども時代とかなり異なり、福祉

や療育に求められるニーズも大きく変

化している。つまり、ジェネレーション

ギャップがあるということだ。 

 父母の会は若い親たちと継続的な交

流ができるツールを持つべきだと思う。

例えば、今はインターネットの育児や障

碍児関連の掲示板に若い親たちが多く

集まってくる。MixiやFaceBookなどに

ログインしてみれば、障碍児を育ててい

る若い親たちの動きや障碍福祉や療育

に対して求めているニーズがそれこそ

手に取るようにわかる。これは、会を運

営する際の参考にもなるはずだ。またそ

こでの父母の会会員の継続的な情報発

信が、若い親たちが父母の会に入会する

きっかけになる可能性もある。そしてさ

らに、この世代の人たちが主宰する小さ

なサークルなどにも積極的にコンタク

トするような草の根的勧誘活動も重要

ではないだろうか？ 

 

親子一緒で考え、話し合おう 
 

仙北肢会 川名 敏也 
 

 私も親から見れば子供ですがその子

供の年齢も５０歳を超え母も８０歳を

超えてしまいました。これまで父母の会

は親亡き後のわが子の行く末が心配と

活動を展開してきたと思います。親とし

ては子供を心配するのは当然だと思い

ます。 

 私のこれまでの仕事やボランティア

活動の経験から親の方々の高齢化によ

り障害者（子供）を支援するのが年々困

難になってきていると思います。 

 昨年は、障害者と親が関係する事件、

事故が多く報道されました。会員の皆様

もテレビ、新聞等でご承知と存じます。

これを契機に、今後父母の会でも親子で

入所できる老人ホームやケアホームの

建設などをテーマとして話し合いを持

つ機会を開催していただければと思い

ます。今後の障害者福祉は親子一緒に考

えていかなければいけないのではない

かと私は考えます。 

 今後の父母の会も会員に対してどの

ような支援が出来るのか、活動ができる

のかを話し合っていくこと必要だと思

います。 

 今後とも会員皆様の支援を宜しくお

願いします。 
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親も子も一度きりの人生大切 
 

仙台肢会  鷲見 俊雄 
 
親の会様 

 前略 僕は今年で５４歳になります。

孫がいてもおかしくない歳になってしま

いました。 

 今、僕は親兄弟や沢山の方に支えられ

ながら一人暮らしの生活を送っています。

僕が幼い頃は、福祉制度は今とは比べ物

にならい劣悪な状態でした。当時は重度

の障害児は就学猶予・免除という制度が

あって義務教育が剥奪されていました。

そんな状態を変えていこうと親たちが立

ち上がり、１９７９年養護学校が義務化

され重度の障害児も義務教育を保障され

るようになったのです。それ以降も作業

所づくりや、福祉施策充実の先頭になっ

て大きな力で僕たちを支えてくれていま

す。本当にありがとうございます。親の

負担を軽減させ社会全体でそれを支えて

いくようになればと思っています。 

 これからの親の会については、若い親

たちの悩みに向き合い一人で悩まないす

ぐに相談できる関係が必要になってきて

いると思います。そしてなによりも大切

なことは、親も子も人生を大いにエンジ

ョイすることだと僕は思っています。お

互い一度きりの人生なのですから・・・。 

 いつまでもお元気で、お身体をご自愛

くだい。そしてこれからもよろしくお願

いいたします。                                    

草々 

 

感謝を忘れずに 

鈴木 力 
 
 仙台自立の家が１５周年を迎えました。

私は開所当時からお世話になっています。

このごろ特に思うのは、これまでいろい

ろ私をサポートしてくれた皆さんに感謝

の気持ちを伝えなきゃいけないんだなあ

と思います。親を含めて学校から付き合

ってくれている友達。彼らがいなければ

小学校、中学校を卒業できたかどうかわ

かりません。一昨年の東日本大震災の時

も、家の中のものが散乱して困っている

とき、家の片付けや外れた木の枠などを

トンカチや釘を使って直してくれたりし

て感謝をしても仕切れないくらいでした。

また、いろんなことで悩んでいる時も私

の話を聞いてくれて、いろいろとアドバ

イスをしてくれています。今自分がこう

して生きていけるのも友人、周囲の人た

ちからのサポートのお陰だと感謝してい

ます。これからも私に関わってくれてい

る周囲の人々に対する感謝の気持ちを忘

れずに生活していきたいと思います。 

 

社会適応訓練を振り返ってみて 
 

東部肢会 岩崎 啓司 
 
 僕は、昭和６０年の９月から肢体不自

由児協会に社会適応訓練の訓練生として、

平成元年の３月３１日まで通いました。

肢体不自由児協会に社会適応訓練で通っ

ていた時のことを思い出すと、局長さん

から頼まれた役所に出す発令文書を船岡

養護学校の選択科目で取得していた電動

タイプライターを持ち込み、それを使っ

て文書を作成していました。でも、字を

打ち間違ったりバランスよく打ってなか

ったりすると、もう一度最初から打ち直

してほしいと言われたりしました。それ

を指導員の方々から、「ワープロを使って

した方が速く打てるし、きれいに打てる

ことと、書式設定をうまく設定すれば、

バランスよく打てるから」と言われたの

で挑戦してみました。最初の頃は、完成
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するまで時間がかかりました。局長さん

から「役所に通知を出すからワープロで

打って欲しい」と頼まれる回数が多くな

りました。その他にホームへルプボラン

ティアへの宛名書き、父母の会の宛名書

き、在宅家庭に出す宛名書き、その他の

し袋封筒詰め、郵便局へのハガキや切手

買い、食事の注文とり、銀行への用たし

などをしました。今思うといい社会勉強

を経験させて頂いたなあと思いました。 

 社会適応訓練を肢体不自由児協会でさ

せてもらいましたが、社会に出て働くこ

とができないから残念に思います。 

 最後になりますが、僕が肢体不自由児

協会に社会適応訓練で通っていた時は

色々とお世話になりました。今後とも 

よろしくお願いします。 

 

大人になって 

松田 美奈 
 
 未熟児で生まれ数時間で手術をし、成

功しても５～６歳頃までしか生きられな

いと言われたそうですが、なんと今年の

３月３０日で４６回目の誕生日を迎える

事が出来ました。 

 普通の人なら、もう子供が２～３人い

て幸せな暮らしをしていたかも。でも人

は人、余計な事は考えない事にしていま

す。ただ幸せな事に友達に恵まれていま

す。友達は結婚してそれぞれに家庭を持

ってます。それでも仙台に帰省するたび

に逢ってくれ、いろんな所へ連れて行っ

てくれたり、カラオケ（私は歌えないけ

ど）に行って何時間もおしゃべりの相手

をしてくれたりしています。これからも

いつまでも良い友達でいてもらえるよう、

私なりに元気でガンバラなくてはと思っ

ています。 

 自立の家に通所して１５年になります。

あと何年通えるかわかりませんが、体力

が続く限り通いたいと思っています。 

 

喜ばれる製品づくり 

板橋 知可 
 
 私は、手工芸班で作業をしています。

ヘビの置物やバレンタインデーの飾り物、

さをり織りのペンケースを作っています。

さらにさをり織りを使った製品を工夫し

ていきたいと思っています。縫い物はま

だ上手くありませんがもっと上手になっ

て、製品を手にした人たちから喜ばれる

ように頑張りたいと思います。 
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２０１２年みやぎアピール大集会 

３３０名参加！ 
 
日時：２０１２年９月２３日 

会場：せんだいメディアテーク 

 

 ２０１２年の第６回大行動は昨年に引

き続き秋季開催となり、９月２３日(日)に

せんだいメディアテークにおいて３３０

人の参加者（３７参加団体）を得て開催さ

れた。 

 大集会では、基調講演として「骨格提言

から見た障害者総合支援法の課題」と題す

る日本社会事業大学教授。佐藤久夫氏（元

障がい者制度改革推進会議福祉部会長）に

よる講演が行われた。福祉部会提出の「骨

格提言」と「障害者総合支援法」成立の経

緯を説明し、支援法が骨格を骨抜きにした

法案であることを指摘し、提案実現の意思

を持とうと結んだ。 

 基調講演後に行われた当事者アピール

では、菊池愛子氏（つどいの家）、須藤守

氏（ハートインみやぎ、全精連）、和山栄

輔氏（ＣＩＬたすけっと事務局長）、伊藤

史子氏（ＮＰＯ法人宮城ろう重複連絡会・

そよかぜ広場・理事長）、金子武次郎氏（仙

台市肢体不自由児者父母の会会長）らが、

それぞれ異なる障害を持つ当事者、家族の

立場から障害者の要望、真に障害者が望む

障害者福祉の推進を訴えた。 

 最後に、「みやぎアピール大行動２０１

２」宣言を満場の拍手を持って採択した。 

 アピール大行進では雨の中、５０名の参

加者がアピール行進を行った。 

 

２０１２年アピール大集会と仙台市への

要望について 
 

代表  鷲見 俊雄 
 
 親の会も毎年ご協力頂き行われている

宮城アピール大集会ですが、昨年は９月２

３日メディアテークにて開催されました。

あいにくの大雨警報がでる中で前年を越

える３３０名の参加者があり、行進も悪天

候で実行委員会有志で５０名を越える方

が雨の中を参加してくれました. 

 また、今年２月１日には、奥山仙台市長

との懇談を行い、その際に９項目に渡る要

望書を直接手渡しました。 

 仙台市への要望では、○国に対し、障害

者総合支援法の撤回と基本合意に沿った

骨格提言を尊重した新法の制定の働きか

け ○災害時の障害のある方への対応の

あり方について、障害当事者を含め協議の

場の設定 ○精神障害者であっても地域

で安心して生活できる地域移行支援の推

進 ○移動支援支給時間の上限（５０時

間）を撤廃 ○入院時にも介助法を熟知し

ているヘルパーを利用できる対応 ○障

害者優先調達推進法活用し、作業所等の製

品を積極的に調達してほしい 等の要望

を行い、その場で担当者からお話を頂きま

した。さらに文書にて回答を頂く事になり、

後日回答の文書を頂きました。しかし、具

体的に前進した内容の回答ではありませ

んでした。被災地の福祉施策を牽引する先

駆的取組の実現に向けて、これからも諦め

ず、訴え続けて行こうと思っていますので、

皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

 尚、村井知事との懇談と県への要望につ

いては、現在日程を調整中です。 

 

みやぎアピール大行動２０１２に参加し

て 
 

入間川 節子 
 
 ９月２３日、仙台メディアテークにて、

「みやぎアピール大行動」が行われました。

当日は悪天候にもかかわらず、３００人以

上の障害当事者・家族・障害者施設関係者

などが集まりました。 

 去年のアピール大行動は天気も良かっ

たので、私も電動車で会場まで行き、初め

て行進にも参加させて頂きましたが、今年

は雨なので残念ながら集会だけの参加に

なりました。 

 「障害者自立支援法」が廃止され、それ

に変わる「障害者総合支援法」も決して障

害者に対して良い法案とは言えません。今

回のアピール大行動は、障害者総合支援法

の骨格提案の見直しを訴えました。 

 私はいつも受付係を担当しているので

すが、今年は一緒に受付をする人が少なか

ったので、いつもより忙しかった気がしま
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ひと口メモ 
生活就労支援（障害者就労・生活支援センター） 

 
 障害者の暮らしや仕事について、総合的な支援を行っているのが、障害者就労・生活支援センタ

ーです。 
 就職に関する相談、職場では話しにくい仕事上の悩み、お金の管理、健康上の問題などについて、

具体的なアドバイスをしてくれます。 

した。それでも周りにいた健常者の受付係

の人がフォローして下さりとても助かり

ました。 

 受付係をしているからでしょうか基調

講演も体験談もあまり聴けませんでした

が、体験発表ではみなさん堂々と自分の体

験を話されていたようでした。 

  大集会が終わり、いつもなら大行進する

ため、違う場所に移動するのですが、今回

は大雨なので中止なのかなと思いきや、５

０人ほどの人が雨にもかかわらず行進し

たそうです。父母の会からも、岩崎会長、

金子会長はじめ、十数人が参加しました。

集会が終わった後、近くの喫茶店でお茶を

飲んでから解散しました。  

  障害者を取り巻く環境はまだ厳しいで

す。一日も早く障害者の気持ちに配慮した

法案が出来、安心して生活出来るようこれ

からも微力ですが協力したいと思います。 

 

親亡き後を心配しないですむ社会を一日

でも早く 
 

金子 武次郎 
 
 こんにちは。仙台市肢体不自由児者父母

の会の金子です。今年もまた、今日ここに

「みやぎアピール大行動２０１２」が力強

く開催できましたことをお集まりの皆さ

んと共に慶びたいと思います。今日は、障

害当事者の親として挨拶させていただき

ます。 

 民主党が、障害者自立支援法を廃止する

との公約に掲げて政権交代を遂げてから

３年経ちました。しかし、民主党政権は、

約束に反し、支援法を廃止でなく、改正で

「障害者総合支援法」を強行採決しました。 

 この「障害者総合支援法」では提言にあ

る「原則無料」は見送られ、自立支援法の

悪の根源「応益負担」制度は廃止になりま

せんでした。 

私たちは今後ともここに集まった皆さ

んと共に「応益負担制度」を廃止し、障害

者の願いに沿った法改正に向けて、粘り強

く運動を進めてゆくことを、今日ここに改

めて確認したいと思います。 

 

 私たち仙台市肢体不自由児者父母の会

は、１９５７年に仙台市肢体不自由児親の

会として結成され、今日まで５５年間、肢

体不自由児者の教育、生活と権利を守るた

めに運動してきました。 会結成当初から、

会員の最大の心配事は、「親亡き後の心配」

であり、これは今なお解決されない会の課

題でもあります。 

 今年４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

立死のニュースを私は胸がつぶれる思い

で読みました。父親の死後、年老いた母親

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

酷さはまさに想像に余りあることであり

ます。また３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。

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。

まさに平成の障害者家庭の「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。 
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「障害者総合支援法」、「高齢障害者の介護は」、「障害者虐待防止法」 

 

障害者総合支援法 

 障害者が障害者自立支援法は違憲であると訴えた裁判で、原告が国と同法廃止・新法

制定で「基本合意」を結んでから３年経ちました。自公政権下の２００５年１０月につ

くられた障害者自立支援法は、障害者が生きるために必要な支援を「益」とみなし、原

則１割の「応益負担」を強いるものでした。２００９年に支援法廃止を公約に掲げて政

権交代を果たした民主党政府の下、障害者原告は、国と「基本合意」を結んで和解しま

した。合意では、国は速やかに「応益負担」制度を廃止し、新たな総合的な福祉法制を

実施するとなっています。 

 政府が設置した障害者当事者らが参加する「障がい者制度改革推進会議」や「総合福

祉部会」は、障害者福祉施策を抜本的に見直し、「障害者総合福祉法」の制定に向けた意

欲的議論にすすめ、同部会は１１年８月、「基本合意」と国連の障害者権利条約を基に新

法に向けた「骨格提言」をまとめ政府に提出しました。 

 しかしながら、民主、自民、公明の三党は、２０１２年６月、「基本合意」、「骨格提言」

を無視し、廃止する筈だった自立支援法の根幹（応益負担制度など）を残した「障害者

総合支援法」を成立させたのです。 

 「障害者総合支援法」は本年４月１日から施行されました。障害が重いほど自己負担

が重くなる仕組みは残したままで！。 

 その間、仙台市議会が「「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。」と強調した意見書を政府に提出していたことを改めて想起し

たいと思います。 

 仙台市肢体不自由児者父母の会には仙台市民と連帯して、障害者の願いに沿った法改

正に向けての活動を進めていける基盤が在ることを確認し、粘り強い活動を続けてゆく

ことが求められています。 

 

高齢障害者と介護保険優先原則 

 「基本合意」では新法制定にあたって介護保険の優先原則は廃止するとなっていまし

た。また障害者は、障害者自立支援法違憲訴訟で２０１０年４月から、地方税非課税世

帯は障害福祉サービスの利用は、自己負担ゼロとなっています。一方、介護保険制度の

利用には、障害の有無にかかわらず一律に１割の利用料を負担しなればなりません。 

 「６５歳で収入が増えるわけではないのに負担が増えるのは不公平だ」、「同じような

福祉の利用なのに、６５歳になると１割負担が強いられるのは、年齢差別だ」、「６５歳

を過ぎた障害者は、親、きょうだいも高齢化で、家族支援は求めにくい。介護保険優先
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原則は、障害者の社会参加を阻害する」などの声があがっています。 

 親も子も高齢化が進んでいる父母の会としても看過出来ない重要問題です。 

 「基本合意」の完全実施を目指し、活動を進めよう。 

 

障害者虐待防止法 

 この法律は障害者の虐待の予防と早期発見、及び養護者への支援を講じるため、平成

２４年１０月に施行された。高齢者虐待防止法と同じく、虐待に至った養護者への支援

にも言及している。この法律での「障害者」とは障害者基本法にある身体障害、知的障

害、精神障害を負う人。虐待の種類は、身体的・性的・心理的・放置、経済的虐待等で

ある。 虐待問題は虐待者と被虐待者の関係だけにとどまるものでなく、社会全体で共

有すべきという視点から、虐待を発見した国民には市町村や都道府県に通報する義務を

課している。国と地方公共団体は、障害者虐待の防止、養護者への支援を進める義務を

負う。 
 

 

 

障害者優先調達推進法 
（平成２５年４月１日施行） 

 

 この法律は、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の

自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービ

スを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するた

めに制定された。 
 

【障害者総合支援法に基づく事業所・施設等】 
・就労移行支援事業所 
・就労継続支援事業Ａ型（雇用型） 
・就労継続支援事業Ｂ型（非雇用型） 
・生活介護事業所 
・障害者支援施設（就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うものに限る） 
・地域活動支援センター 
・小規模作業所 
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特別寄稿 
 

「国際交流に一役～？！」 

熊谷 孝利 
 
 貴会から退いて数年経つが、県、または

泉障害者福祉センターにおいてデジカメ

教室、イベントの記録撮影などの活動を知

っていて今回の担当に選んでいただいた

と思う。格調高いイベントの撮影はシャッ

ターを切る前後に異常なほどの緊張感を

覚えるものである。 

 出来上がった報告書に記名はなくとも

写真が掲載されていることに充実感があ

る。勿論、自分の技量不足に不満もあるが。 

 さて、本題に戻ろう。交流会の終盤の頃

ステージ前で撮影中、目前に立った人が、

私を凝視して手真似（手話ではない）で何

かを伝えようとしている。それを「写真を

撮ってください」と解して、カメラを持ち

上げて示すと首を縦に振ったので、早速シ

ャッターを切った。直後に名刺を渡された。

障害者ではなく参加団体の役員だったのだ。

社団法人・韓国脳性麻痺福祉会釜山支会会

長 田 喜久と記されてあった。言葉は交

わさなかったがお互い心を読み取って、笑

顔で別れた。 

 その後、クラブ写真展、撮影旅行、加え

て２週間の入院があったので、写真を送っ

たのはようやく年末になってからだった。

遅くなって送ったから、返事は来ないもの

と思っていたら２月末になってから返事

が来たのだ。 

 「思いがけないお便りと写真で、とても

嬉しく存じます。仙台での日本全肢体連合

大会に参加させて頂き深い感銘を受けま

した。また日本側の歓迎に感謝の気持ちで

一杯でした。お手紙まで頂き恐縮でなりま

せん。誠に有難うございます。入院された

と聞きましたが、写真を撮るという素敵な

趣味をお持ちなので、すぐに健康を取り戻

されると存じます。健康を祈願しながら、

韓日両国の友情が末永く続けられるよう

願います。」とあり、さらに韓国語で同文

の手紙が同封されていたのだった。 

 単なる一枚のスナップ写真でしかない

が、写真を通じて、韓日両国の交流の一助

にでもなればと思うと、アマチュア写真家

として、こんなに嬉しいことはない。全国

大会でこのような素晴らしいことを経験

し、習得した。 

（元職員・仙台フォトクラブ代表） 

 

実 現 

仙台自立の家 渡部 馥 
 
 私は昭和３６年に教員生活を始めまし

た。赴任した学校は東日本大震災で３月に

閉校した気仙沼市立浦島小学校でした。 

 たまたまその学校には、教室に入らず知

的発達のおくれがあった児童がいて、特殊

学級を設置することになっていました。し

かし当時、特殊学級は世間から冷たい目で

見られて担任のなり手がおらず、新任で赴

任することになった私に担任が回ってき

たのです。教員としてのいろははもとより、

様々な障害についての知識も理解も全く

なかった私でしたが、心ある地域の方や校

長の励ましを頂きながら担任として児童

の指導に当たりました。 

 障害のある子どもとのこのような出会

いの第一歩が、５０年以上も続き今日に至

っています。障害児者から教えられ学ぶこ

との多かった５０年です。 

 この５０年の間には、親の会の結成、自

閉症児学級設置運動、養護学校教育義務制、

高等部設置運動など保護者の方と手を組

んで取り組んだ活動は数え切れません。そ

の活動の原動力は保護者の方々の切なる

願いとそのパワーに押されたところが大

きかったように思います。 

 いま父母の会でもさまざまな要求が出

されていますが、なかなか実現しないのは、

障害の状況の多様性、それに伴う要望の多

様化があるのではないかと思っています。 

 願いや要望を実現していくためには、待

っていては何も実現しません。関係者が手

を携えて、かたちある運動をしていくこと

ではないでしょうか。声に出し、より多く

の人に働きかけ、理解を深めていただく地

道な運動が今再び求められていると思っ

ています。 
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仙台肢会会長日誌 
 

 当初、第４５回全肢連全国大会・第３２回

全肢連東北大会は福島県で行われることに

なっていたが、一昨年、東日本大震災に見舞

われ、福島県肢連は地震災害、福島原発事故

を理由に大会辞退を全肢連に申し入れた。全

肢連より大会を宮城県で開催できないかと

連絡があったという岩崎会長からの電話に、

最初耳を疑った。宮城県は原発事故の被害は

殆どないとしても地震・津波による災害は東

北六県中最大であることは周知の事実であ

る。正直、「一体何を考えているのだ」とい

う思いで電話を聞いた。 

 第３５回宮城県肢連通常総会は、異例の挙

手採決で、大会の宮城県開催を引き受けるこ

とに決定した。私は「そんなら、宮城県人の

意地を見せてやるぞ」といった気持で大会開

催に賛成した。 

 急遽引き受けた大会開催ではあるが、岩崎

会長はじめ役員一同一致協力の働きのお蔭

で、大会を無事、成功裏に開催することが出

来たことを、会員の皆さんと共に喜びたい。 

 全肢連事務局長・上野密氏には、大会開催

準備段階から報告書作成まで、一貫してご指

導、ご援助を頂いた。その間、何度も仙台ま

でお越し願ったことを今でも心苦しく思っ

ている。上野事務局長には、改めて心から感

謝の意を表したい。 

  大会無事終了。みんなで慰労会、乾杯とい

こう！ 

・・・・・・・ 

 本会会員の高齢化が進み、「親亡き後の心

配」が現実のものとなってきたことは、前々

から指摘されてきたことである。会員達も自

分自身の終の住処を考えなければならない

歳になって来たとはいえ、やはり先立つのは

障害を持つ子供たちの将来の心配である。 

本会も以前から療護施設の建設を仙台市に

要請を続け、実現するかと思われた時点で、

自立支援法の施行で建設中止となってしま

った。 

 近年、身体障害者にもグループホームの建

設が認められるようになったが、仙台肢会で

それへの具体的取り組みがなされなかった

事は、私の認識不足によるものと反省してい

る。 

 障害者の施設一つ作るにしても、大変な事

業である事は、仙台自立の家の建設が、本多

前会長の心血を注ぐ献身的なご努力と強い

指導力によるものであることを想起すれば

明らかである。 

 本年４月３日に行った第一回雑談会で、本

多顧問から全肢連活動情報誌「わ」１１１号

に載った「各地で取り組みがすすむ肢体不自

由者の住まいの場づくり」と言う記事が紹介

された。また昨年の東北ブロック研修会では

特定非営利活動法人わーかびいーの松坂優

氏による「障がい者の住まいの在り方につい

て」と題する講演がなされている。 

 それによると各地のケアホーム・グループ

ホームの建設は、身体障害者を対象にした日

常生活、障害者福祉サービスの利用状況及び

意向についての綿密な調査から出発したり、

あるいは数人の家族の連携から出発したり

とそれぞれである。障害者本人の住まいの選

択の問題である限り、親の意向のみならず、

障害者本人の意向が尊重されねばならない

と思い、特に障害者自身がどんなホームなら

入りたいと思うのかなど、親子を含めた意向

を調べ、その結果に基づき会としての方針を

決めたいと思った。いずれにしても片手間で

出来る事ではない。 

 残念ながら私自身の最近の身体の状態は、

この問題に充分に取り組める状況にはない。

その建設への糸口でも作れればと思っての

ことである。後を引き継ぐ会員の出現を心か

ら願っている。 

(金子 記) 

27



宮城県肢体不自由児者父母の会連合会 会報 こころ 第６１号         平成２５年６月 

 

県肢連会長日誌 
 

 開催引き受けを決定した平成２３年６

月１１日第３５回宮城県肢連通常総会か

ら１年３ケ月の期間を過ごして、平成２４

年８月８日・９日の両日、仙台市情報・産

業プラザで第４５回全肢連全国大会・第３

８回東北地区全肢連宮城大会が開催され

ました。関係機関・団体をはじめ全肢連を

中心に準備に携わってきた役員・多くの会

員の協力の賜物と感謝申し上げます。本当

に有難うございました。 

 大会２日目、第３部「市民フォーラムで

目黒恵子会員の質問内容（全国大会報告書

７５頁）について時間の関係等で応答は割

愛されました。前日第２部パネルデイスカ

ッションでパネリストとして発言いただ

いた（全肢連理事・元総合福祉部会構成

員・神奈川県肢連会長）石橋吉章氏から宮

城県肢連宛コメントを頂きました。ご配慮

に感謝申し上げます。 

 

 全肢連東北地区連絡協議会が２５年３

月２日福島県飯坂ホテル聚楽で開催され、

役員改選が行われた。新役員は次の通り選

出された。 

 会 長 

   秋田県肢連 秋元 栄一氏 

 副会長 

   青森県肢連 野宮 豊氏 

   宮城県肢連 岩崎 志郎氏 

 事務局 

   秋田県肢連 石井 實氏 

 尚、全肢連理事にブロック代表で秋田県

肢連会長の秋元栄一氏を推薦した。次に東

北ブロック年次別事業別担当県肢連は下

表の通りです。 

 ３月２日、恒例となった大崎市公民館祭

り参加は、台風同様の猛風雪に見舞われ、

こごえる寒さだったと伺った。参加下さっ

た方々大変ご苦労様でした。 

 

 

 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

ブロック大会 福島 岩手 青森 宮城 

指導者研修会 秋田 福島 宮城 岩手 

全国大会 沖縄 愛知 香川  

 
(岩崎 記) 

 

 

 
訃  報 

 
   仙台     大友 静江様  信様のお母様 
          加藤  登様  慎也様のお父様 

 
       謹んでご冥福をお祈りいたします 
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