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第４６回全国肢体不自由児者父母の会連合会全国大会・ 
第２９回九州ブロック肢体不自由児者父母の会沖縄大会 

日時：平成２５年１０月２６日(土)～２７日(日) 

場所：沖縄県那覇市 

 
 第４６回全国肢体不自由児者父母の会

連合会全国大会・第２９回九州ブロック肢

体不自由児者父母の会沖縄大会が、「ゆい

まーる精神は福祉の原点」をテーマに掲げ、

昨年１０月２６日～２７日の２日間に渡

り沖縄県那覇市「パシフィックホテル沖

縄」を会場にして開催された。 
 

１日目 

 大会は式典に先立ち「浦添ゆいゆいキッ

ズシアター」によるアトラクションという

沖縄県肢連のおもてなしが披露された。 

続いて新里吉弘大会委員長の挨拶、上野事

務局長の基調報告、辺見聡厚労省障害福祉

課長・分籐賢之特別支援教育調査官両氏に

よる基調講演があったあと、次のテーマで

記念講演が行われた。 
 

記念講演「助けあうってどういうこと？」 
 

伊是名 夏子氏 
 

 伊是名夏子氏（３１歳）は沖縄県出身で

香川県在住、「骨形成不全症」の障害をも 

ち車イスでの生活をしながら、生後５ヶ月

の一児を抱える障害者本人である。 

 「自分に障害があってラッキーと感じる

事があります。出来ない事も沢山あり、ま

わりに助けを求める機会が多いからです。

私は、ヘルパーさんと一緒に家事、育児を

こなしていますが、一方的な助けや同情は

私をはじめ、障害者は嬉しくないと思いま

す。人は障害があろうとなかろうと、相手

のために出来ること、やっていることが沢

山あります。一方的な「助ける」ではなく

「助けあう」ことについてみなさんで一緒

に考えて行きましょう！ 又、障害がある

と、まわりから「何も出来ない人」、「大変

そう」、「かわいそう」と見られてしまうこ

とがあります。そんな相手の偏見を打ち消

し認めてもらうために、障害者の自分は

「頑張って努力しなければいけない」と思

いがちです。そして頑張り過ぎて無理をし

てしまうことがあります。自分の事をもっ

と大事にして時には甘え上手になりませ

んか。相手に自分の事を伝え、助けを求め、

助けられ上手になることを考えてみまし

ょうと結んだ。講演は参加者に大きな感銘

を与えた。テーマである[ゆいまーる精神

は福祉の原点]の糸口を見つけた様に思え

た。 

 [沖縄では「ゆいまーる」又は「いー

まーる」と呼ばれる結の習慣が残って

いる。ゆいまーるとは「相互扶助」を
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順番にかつ平等に行っていくことを意

味する。ゆいまーるも結と同様、見返

りは期待されない。] 
 

２日目 

シンポジューム『ニーズに応えるためフッ

トワーク・チームワーク・ネットワークの

最大活用の術について』 
 

 コーディネーターを島村聡氏（沖縄大学 

人文学部福祉文化学科准教授）に、シンポ

ジストとして泉川良範氏（社会福祉法人五

和会 名護療育園施設長）、保田隆生氏（社

会福祉法人まつみ福祉会法人事務局課長）、

小浜ゆかり氏（ＮＰＯ法人わくわくの会 

さぽーとせんたー所長）、平田聖人氏（沖

縄県肢連本人会代表）もとに行われた。 

 最後に、大会決議文を採択し閉会した。 

（岩崎 記） 

 

 

 

全肢連全国大会・沖縄大会に参加して 
 

入間川 節子 
 
 台風２６号と２７号が四国沖まで接近

し、日本列島の半分以上が暴風圏に入って

いた。そんな中仙台空港から那覇空港に向

かう事にしていたので、無事に飛行機が飛

べるかどうか心配であった。仙台空港につ

いて直ぐにフライトの有無を確認したら、

定刻に出発する事がわかり一安心した。一

緒に行くメンバーも、沖縄旅行を前々から

楽しみにしていたようでどの顔も喜びに

あふれていた。 

 飛行機は定時に仙台空港を離陸した。し
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ばらくの間は、分厚い雲海の中を飛んでい

た。母は「なんだかつまらないね」と不満

顔をしていた。しかし、そのあと、急に雲

の中から抜け出し、一転して青空が見えて

きた。台風の接近なんて考えられなかった。

那覇空港に近づく頃、飛行機は高度を下げ

た。その時、青い海に囲まれた沖縄が見え

てきた。 

 以前沖縄に行った時は、海に赤土が混ざ

って綺麗な海と言う印象はなかったが、今

回は青い海面に白波が立って、鮮やかなス

トライプブルーだった。 

 那覇空港から全国肢体不自由児者父母

の会沖縄大会の前夜祭となる首里別館に

向かった。 

 前夜祭は、バイキング形式になっていた。

また、舞台では沖縄民謡やフラダンスなど

アトラクションがあった。最後に地元の学

生達による「エイサー」という激しい沖縄

舞踊に合わせて、会場はにぎやかな前夜祭

になった。 

 翌日は、第４６回全国肢体不自由児者父

母の会沖縄大会がパシフィックホテル沖

縄で行われた。販売コーナーを見たり昼食

を摂ったりして、午後の本大会に臨んだ。 

 若い人たちによる創作ダンスがオープ

ニングを飾った。今年の大会は、開会式が

終わった後、地元タレントによる寸劇が行

われた。 

 寸劇では、今年改正された３つの障害者

福祉制度、（１）特別支援学校における医

療ケア、（２）生活介護等の支給量、（３）

地域間格差について、沖縄らしいユーモア

や踊りを交えながら判りやすく演じられ

た。その後厚生省と文部科学省の人たちが

寸劇の課題について判りやすく解説して

くれた。 

 記念講演は、地元で生まれ、今は香川県 

に在住している、伊是名
い ぜ な

夏子さんの話を聞 

いた。骨形成不全症と言う重い障害を背負

いながら、アメリカやハンガリーに留学し、

結婚、出産まで体験した、とてもパワフル

な女性だった。 

 また、伊是名さんは「ペアーワーク」と 

いうコミュニケーションに力を注いでい

た。「ペアワーク」は、課題について１５

秒ずつ話し役と聞き役に分かれて、話し役

は、課題について思うまま話し、聞き役は

相づちを打つだけの方法で、実際会場でも、

隣の人とペアになって行われた。私は隣の

母と組んだ。特に難しかったのは、１５秒

という制限時間の中で、話しをまとめるこ

とだった。 

 ６時からの情報交換会は「ロジーワル沖

縄」で行われた。交換会ではアトラクショ

ンとして、前夜祭に負けず劣らずの豊富な

パフォーマンスでとても楽しめた。最後に

司会者の「カチャーシ・カチャーシ」と言

う合図で、舞台に上がって踊る人、指笛で

音頭をとる人など、盛大な情報交換会だっ

た。 

 全国大会は２日間だが、宮城県は初日だ

け参加して、２７日と２８日は観光を楽し

むことになった。 
 
２７日：観光バスに乗り込む。ガイドさん

や添乗員さんは、沖縄の言葉を交えた話し

方で、終始笑いが絶えない観光巡りになっ

た。 

 最初に訪れた琉球村は、昔ながらある沖

縄の暮らしが見られるようになっていた。

また広場では、琉球王国時代、王様たちに

芸能を披露しているシーンを再現してい

た。その中で沖縄の獅子舞は、愛嬌があっ

て、とても可愛かった。 

 次に寄った万座毛は、断崖が象の鼻に似

ていると、話を聞いたので、是非行ってみ

たかったが、琉球村でさんざん歩いたので、

母にデジカメを預け、私はバスで待つこと

にした。母が散策から帰って、デジカメ受

け取り再生してみると、断崖の先が象の鼻

に似ていた、面白い写真が撮れた。 

 この日最後に美ら海水族館を見学した。

添乗員さんが私のために車いすを水族館

から借りてくれた。さすがに館内は松島水
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族館と比べようがないほど、スケールが大

きく、また観光客も多かった。 

 特にジンベイザメの餌やりでは、水槽の

前には人が身動き出来ないほど集まって

いた。３階くらいある巨大な水槽の横にあ

るモニターで、飼育係が水槽の上から餌を

水面にまき、ジンベイザメは大きな体を縦

にしながら食べていた。 

 ホテルは、海が見えるリゾートホテルで、

夕飯は和食のバイキングだった。観光地に

も、ホテルでも、中国語を話す人、和食バ

イキングにはアメリカ人が家族連れで来

ていた。 
 
２８日：ふたたび那覇市に入り、見学した

首里城は、世界遺産にも認定され、また琉

球時代を舞台にしたドラマでは、実際に使

われたそうだ。 

 私は首里城に来たのは２回目だが、以前

と比べようもないほど、バリアフリーが充

実していたのには驚いた。歩行困難な人の

為に車いすが常駐してあった。私も車いす

を借りたので本当に助かった。また狭い階

段には昇降機が付いているし、車いすでも

安心して見学できるようになっていた。 

 首里城を後にして、那覇空港で帰路につ

いた。３泊４日と言う沖縄大旅行。今回は、

人の手を借りたからこそ、楽しませてもら

ったと思っている。お疲れ様でした。そし

てありがとうございました。 

 

 

全国大会に参加して 
 

菅原 貞子 

菅原 加奈 
 
 ビーチでバーベキューをしながら沖縄

の夜を満喫（前夜祭）するはずが、台風の

ため、急きょ屋内になってしまいました。

前夜祭が始まるまでの時間に沖縄のタイ

コ作りをスタッフに教えてもらって完成

させることが出来ました。とてもいいアイ

デアで土産が出来て嬉しかったですが、持

ち帰るとき大きすぎて大変でした。 

 大会開催にあたっての各種団体（会社、

個人も）からの協力、協賛の多さに驚きと

ともに羨ましく感じました。以前、全肢連

の上野事務局長が「沖縄肢連の方々は大き

い大会に慣れているので広告関係は心配

ない」と、話していた事を思い出しこの事

だなあと思いました。 

 大会の講演では、小さな身体で単独留学

したり、結婚、出産をして、甘え上手にな

って子育てを楽しんでいるというもので

した。考え方や行動力に感心し、また、親

御さんの見守る姿勢に脱帽でした。私が当

事者だったら知らない町に一人で行かせ

るだけでも心配でとても出来そうにあり

ません。 

 次の日からは限られた時間でしたが沖

縄観光をしました。一部しか見学出来なか

ったので別の機会に続きをしたいです。観

光地の多い沖縄だけあって、どこへ行って

もバリアフリーが行き届いていて、中でも

首里城では専用のエレベーターがあり、車

イスでもスムーズに行動できました。（行

き先々で、珍しいものを見たり美味しい物

を食べ、小物の買い物もいっぱいが出来て

嬉しかったです。（加奈）ただ１つ残念だ

ったのは、観光バスのステップが高くて、

乗り降りの度にドライバーさんとガイド

さんの手を借りた事です。でも、これも考

えようで、甘え上手になればいいんですね。

また、今度は、家族と一緒にゆっくり行き

たいです。皆様大変お世話様でした。 
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全国大会に参加して 
 

下山 清子 
 
 １０月２５日（金）、台風で飛行機が運

行できるのか？心配でしたが、無事、出発

出来安心しました。台風のため前夜祭が

『美らＳＵＮビーチ』から、『琉球料理首

里天楼別邸』に変更になり、ちょっと残念

な気持ちになりましたが、フラダンス、三

線演奏、エイサーなど唄や踊りで賑やかな

沖縄らしいパーティにとても感動しまし

た。 

 次の日、「助け合うってどういうこと？」

の題で、伊是名夏子氏の記念講演がありま

した。夏子氏は骨形成不全症という障害が

あり、身長は１００㎝、車イスを使ってい

ます。早稲田大学時代に知り合った方と結

婚して、今年の７月に男子を出産したお話

を聞いて感動しました。ヘルパーさんと楽

しく子育てしているとの事でした。 

 障害があるとまわりから「何も出来ない

人」「大変そう」「かわいそう」と見られて

しまうことがあり、そんな相手の偏見を打

ち消し、認めてもらうために、障害者自身

が頑張りすぎて無理をしてしまう事があ

るので、自分の事を大事にし、甘え上手に

なり相手に自分の事を伝え、助けを求め助

けられ上手になる事が、とても大事なこと

だと教えられた講演でした。 

 

 

 

 

 

全国大会に参加して 
 

豊島 陽子 

豊島 武子 
 
 台風２７号で飛行機が飛べるか心配し

ながら仙台空港へ。欠航であれば戻ってく

る覚悟で家を出ました。欠航のアナウンス

がないので予定通り出発、沖縄に到着、そ

して前夜祭の会場へ行きました。クラフト

締め太鼓づくりや賑やかな琉球サンバ、大

学生によるエイサーと沖縄の文化を披露

して頂き、私たちの席からはちょっと遠く

て半分しか見えませんでしたが、疲れも忘

れ楽しみました。 

 全国大会では、障害者本人の記念講演が

とても印象に残りました。助け合いについ

て「助ける」のではなく「助け合う」、本

人自身も頑張って努力しなければならな

い事、また「助けられ上手」、「甘え上手」

になる事も大切な事と教えられ、とても勉

強になりました。寸劇で厚労省と文科省へ

の質問も有り、まだまだ地域の福祉サービ

スに差、支援学校の医療ケアと問題は山積

みで、一つ一つ早く解決される事を願うば

かりです。 

 ホテルの中は障害者には大変でした。ト

イレ、お風呂の段差とバリアフリーはまだ

改善されていないホテルでした。車イスで

の旅は初めてだったので大変でしたが、い

い経験が出来た事は次に行く時に参考に

なりとても良かったです。 

 沖縄の海はとてもきれいでした。今回は

海辺に入れなかったのですが、沖縄の空気

も吸うことが出来、この大会に出席させて

頂いたことに感謝いたします。ありがとう

ございました。 

 

 

全国大会に参加して 
 

今野 得子 
 
 昨年１０月２５～２８日、３泊４日で

『第４６回全国大会』に参加しました。宮
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城県から１５人の参加でした。当日は台風

の余波もあり飛行機は少し揺れて本当に

怖かったです。那覇空港に着いても風が強

く、前夜祭は『琉球料理首里天楼別館』で

行われ、沖縄民謡踊りのエイサーという沖

縄舞踊があって本当にパワフルな踊りで

した。 

 次の日の大会会場は、パシフィックホテ

ルで行われ、最初は地元の学生さんによる

パワーある踊りで始まりました。地元タレ

ントさんによる寸劇があり、特別支援学校 

における医療ケアなどが分かりやすく演

じられました。 

 記念講演では、沖縄生まれの伊是名夏子

さん（３１歳）の話で、スライド映写を交

えての話でした。彼女は骨形成不全症の障

害を持って生まれ、尚且つアメリカ、デン

マークに留学し結婚出産と、とにかくパワ

フルな女性でした。わずか身長が１００㎝

の体ですごいと思いました。私もこの彼女

のパワーを少し分けてもらいたい気分で

した。 

 情報交換会は会場を移動して行われま

した。アトラクションは指笛の演奏、沖縄

踊りなどがあり最高に盛り上がり、とても

楽しかったです。 

 次の２日間は観光地を巡り歩きました。

最初は琉球村を見て回り昔の沖縄の暮ら

しや琉球王国時代の踊りと獅子踊りを見

学しました。次に訪れた万座毛は断崖絶壁

がちょうど「象の鼻」に似ていてそう呼ば

れているそうです。そのあと「美ら海水族

館」を見学しましたが、そのあまりの広さ

にびっくり！ 本当に青い海と透き通った

海の綺麗さがとても良かったです。ジンベ

イザメの大きい事にびっくりし、餌やりで

大きな口でいっきに餌を飲み込みエラか

ら水を吐き出し、餌だけを飲み込むだいご

味もすごかったです。 

 最後の２８日は、世界遺産にも認定され

ている首里城の見学。今では車イスでも見

学出来るようになっていました。首里城の

鮮やかな建物も素晴らしかったです。今回、

沖縄を見てきて気候が良く、人が明るく沖

縄に住みたくなる位良い所でとても楽し

い全国大会でした。 

 

 

 

あったか製品にチャレンジ 
 

就労継続支援施設Ｂ型 仙台自立の家 
 

●主な製品● 
 

水耕栽培野菜・・・・ホウレンソウ・ホワイトセルリー 
焼き菓子・・・・クッキー・パウンドケーキ・カステラ 
手工芸品・・・・・さをり織り製品・竹細工・布ぞうり 
情報処理・・・はがき印刷・小冊子作成・点字名刺刻印 
施設支援製品販売・・・・・佃煮・梅干し・乾物類など 

 
ご用命をお待ち申し上げます。 

 
電 話：０２２（３０３）０２６０ 
ＦＡＸ：０２２（７１９）４０５５ 
E-mail：sjiritu@msd.biglobe.ne.jp 
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第３３回全肢連東北地区大会福島大会 
日時：平成２５年１０月１９日(土)～２０日(日) 

場所：福島市・飯坂温泉 飯坂ホテル聚楽 

 

 第３３回全肢連東北地区大会福島大会

が、「未来につなごう、安心して暮らせる

共生社会の実現」を大会テーマに平成２５

年１０月１９日(土)～２０日(日)、飯坂温

泉・飯坂ホテル聚楽において開催された。

福島大会は例年に倣い「肢体不自由児者父

母の会」と「手をつなぐ親の会連合会」と

の共催で行われた。宮城県肢連からは１５

名の会員が参加した。 

 全肢連清水会長が「障害者総合支援法」

の下で障害者の生活が抱えている住まい、

移動支援、障害年金に関する問題点を指摘

し、地域の中から声を出して欲しいとの挨

拶がなされた。上野事務局長からは現在障

害者福祉について進められている諸政策、

特にグループホームの問題を中心にした

基調報告が行われた。 

 「親なき後も安心して暮らせる共生社会

とは」をテーマに開かれたシンポジウムで

は、鈴木康裕氏（福島大学・教授）をコー

デイネーターに、八幡嘉晃氏、舟山信悟氏

をアドバイザーに迎え、各県肢連代表によ

る発表が行われた。 

（金子記） 

 

各県肢連代表による発表 
 

青森県：川村 啓造氏 
 
 青森県肢連でも７０、８０代の親が増え、

老障介護や老老介護の会員が増えてきた。

震災以後、先ずは連絡を取り、声かけなど

を目玉にやっている。親亡き後、想像は出

来ないが、想像をめぐらすことこそ今この

子供への安心であり、今日こうして多くの

皆さまと共有の課題として取り組みたい

と思っている。 

 

秋田県：照井 政和氏 

 
 私の息子は今、養護学校の高等部２年生

で、卒業後の進路を真剣に考えねばならな

い。横手市にある作業所は７、８ヶ所。市

の大きさにすれば有るほうかも知れない

が今後も増えていく可能性もあるし、選択

肢が拡がることは望ましい。 

 地域社会との融合が共生社会というの

であれば、家族（障害者団体）、学校、行

政、地域（福祉サービス事業所）、これら

が発信、受容しあい横に並び手をつないで

いける関係を築いて行く事が、本当に安心

して生きていける社会になるのではない

でしょうか？ 

 

岩手県：今野 紀子氏 
 
１．共生社会に向けて 

（１）障害支援区分が一次判定がコンピ

ュータによってなされ、低く判定さ

れることが多い。安心、安全の生活

に向け支給決定の在り方を検討して

いくべきである。 

（２）共生社会では、当事者一人一人の

ニーズにあった生活の場、日中活動

の場をどのように支援していったら

いいのか親にとって大きな課題とな

っている。 

（３）就労移行、地域移行については、

かなりの件数の問い合わせや希望が

来ている。地域で生活するための受

け皿の問題は、支援事業所の不足だ

けでなく地域住民の理解が得られな

い状況も考えられる。 

（４）高齢障害者に対する支援のあり方

がはっきり出されていない。親亡き

後も安心して暮らせる社会は見えて

こない。 

２．親の会の結束を図るために 
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 岩手の親の会も、会員の減少で、活動

が思うようにいかない現状である。今年

は会員増員を目指し、活動を開始した。

県社会福祉基金を活用し、会員、当事者、

地域住民を対象に学集会「ひまわり家庭

教育学級」を開催し、共生の必要性を確

認しながら親の会の結束を図った。 

 

宮城県：川名 敏也氏 
 
 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

われることになるか。親亡き後を心配しな

くてもすむ社会の１日でも早く来ること

を願っている。その願いを現実にするのが

父母の会に課せられた最大の課題だと思

っている。それには障害者が安心して生活

できる社会保障制度の確立が必須の条件

である。 
 
１．生活できる収入の確保 

 贅沢は言わない。せめて普通の生活が

出来る障害年金の保証を国・自冶体に求

める。 

２．住まいの確保 

 グループホームの建設・整備を推進し

たい。 

３．高齢障害者の福祉サービス利用の自己

負担について 

 ６５歳を超えた障害者に対する福祉サ

ービスへの介護保険制度優先の原則を廃

止して欲しい。 
 
 障害者が経験を積んで社会の一員とな

って生活の基礎を築けるように、子供を連

れて会に参加しよう。障害者や家族が勇気

を持つことが大切だと思う。 

 

福島県：橋本 裕美子氏 
 
 私の娘は２５歳、脳性麻痺で重度障害者

です。３年前に地元の事業所の定員が一杯

になってしまい、この際事業所を作ろうと

いうことになり、隣町の親の会と一緒にな

ってＮＰＯを立ち上げた。多機能型の事業

所と居宅サービスを提供する事業所です。

私たちは障害を持った子ども達が地域で

生き生きと生活していくためにはまず存

在を知ってもらうことが大事と考え、子ど

も達と一緒に町のイベントに参加したり、

野菜を作って販売したりしている。子供た

ちも出来る範囲で交流会を開いて活動し

ている。将来的にはグループホームを作り

たいと思っている。 

 

 

第３３回東北肢体不自由児者父母の会連

合会福島大会に参加して 
 

川名 敏也 
 
 会員の皆様元気にお過ごしでしょうか。 

さて、今年の東北ブロック大会は、「未来

へつなごう、安心して暮らせる共生社会の

実現」を大会テーマに１０月１９日（土）

～２０日（日）の日程で福島県飯坂温泉「飯

坂ホテル聚楽」を会場に開催されました。

当県父母の会は大会１日目の参加の日程

で約２０名が参加いたしました。 

 親亡き後も安心して暮らせる社会との

テーマでシンポジウムが開催され、私はシ

ンポジストとして参加させていただきま

した。親は親亡き後障がいを抱えたわが子

の行く末が心配という気持ちで活動して

来られたのではないでしょうか。今年は親

子の孤独死のニュースが度々報道されま

した。そこで現在家族が抱えている問題を

当会としては大変憂慮している事、障がい

児・者が安心して暮らせる共生社会を実現

するために、①生活できる収入の確保、②

住まいの確保、③高齢障がい者の障害者福

祉サービス利用の自己負担、についての考

えを述べました。さらにその他として各県

で父母の会が開催している行事や今回の

ような大会に障がい児・者本人が参加でき

るよう支援してほしいことを訴えました。

社会に出て色々な経験をすることで本人
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が成長するので、勇気をもって社会に積極

的に出ることが大切だと思っています。ま

た、伊豆大島地域の人々が台風による甚大

な被害に遭われたので国は速やかに支援

してほしい事も話させていただきました。

私が大会に参加しての感想としては、共生

社会の実現を目指すのであれば、全肢父母

会や各県の父母の会は本人を役員に、また

必要に応じて委員会を設置し意見や要望

を聞くべきと考えます。父母の会自体が共

生社会でないのではと考えさせられる大

会でした。 

 

 

 
平成２５年度全肢連地域指導者育成セミナ－ 

日時：平成２５年７月２０日(土)～２１日(日) 

場所：秋田市 協働大町ビル 

 
 今年度の地域指導者養成セミナーは、平

成２５年７月２０日(土)～２１日(日)の

日程で秋田県秋田市・協働大町ビルを会場

に開催されました。 

 １日目は、昨年のセミナーにおける講演

「障害者の住まいのあり方（Ｉ）」に引き

続き、「障害者の住まいのあり方（Ⅱ）～

住まいのあれこれ～」のテーマでＮＰＯ法

人 わーかーびぃー理事長 松坂優氏の講

演があり、（１）肢体不自由（児）者の住

いの現状、（２）地域で暮らす時に知りた

いこと、（３）グループホーム、ケアホー

ムでの防災安全対策、（４）グループホー

ム、ケアホームを自分たちでつくるには 

（５）単独ショートスティ―を広げるには

など五項目にわたる内容でした。 

 講演後の講師と参加者との質疑応答の

中で出された質問や意見は、①親と子供の

年金で暮らしている家族の割合が非常に

多い。②グループホーム、ケアホームを作

っても４、５人しか利用できない。③運営、

介護職の人材の確保が難しい。運営に対す

る国の補助金が少ない。④住まいの改築に

ついても各自治体で助成金が異なるので

自己負担の割合も異なってくる。などの意

見が出されました。講師は結論的には既存

の福祉法人やＮＰＯ法人と連携を取り合

って進めていくことが大切であると答え

ていました。 

 次に「住まいのあり方について」は参加

者が５、６人ずつ４グループに分れて討議

が行われました。討議の中の意見としては、

①増改築にお金がかかる。②年金の増額が

必要である。③ホームヘルプサービスのさ

らなる充実等が発言されました。 

 ２日目は、前日の各グループの討議の報

告があり、それらをまとめて終了いたしま

した。 

 ２日間の討議を通じて、住まいに関して

も都市と地方、地方の中でも都市部と郡部

の格差が広がっていること、また個々の障

害者の障害程度や家庭の経済状態によっ

ても住いのあり方についての考え方が異

なる事などを改めて認識させられたセミ

ナーでした。 

（川名 記） 

 

 

平成２５年度・東北ブロック地域指導者育

成セミナーに参加して 
 

畠山 まつ子 
 
 平成２５年７月２０日、２１日の２日間 

秋田市「大町ビル」にて行われました。 

１日目  参加者紹介 

 講演 「障害者の住まいの在り方Ⅱ」 

      ＮＰＯ法人わーかーぴぃー 

理事長 松坂 優氏 

 スライドと活字の大きく分かりやすい

パネルを使った講演でした。肢体不自由児

者の住まいのあれこれをテーマとして、地

域における住まいの場の確保、全国での住
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まいの取り組み、実施状況、住環境や建築

上の課題、制度、施策の現状整理等につい

て話され、その後情報交換会で１日目が終

わりました。 

 ２日目は、前日のグループ討議の報告が

あり中身の濃い２日間でした。 

 

 

 

 
さわやかレクリエーション 

日時：平成２５年９月８日(土) 

場所：松島海岸 

 

 松島町を中心にさわやかレクリェーシ

ョンが行われました。会員３３人の参加で

１日松島を堪能してきました。今回は、遊

覧船を貸し切り、およそ４０分間の松島湾

クルーズです。船への昇降も車イスのゲー

トを設けていただいたのでスムーズに出

来ました。下船後、五大堂蒲鉾本舗にて笹

かまぼこの炭火焼き体験です。焼きたての

熱々のかまぼこを食べる事が出来てとて

も良い経験でした。その後、２階のレスト

ランで昼食をとりました。エレベーターの

ない店舗でしたが、お店のご好意で厨房か

ら専用のエレベーターをお借りして、美味

しい昼食がとれました。 

 最後はマリンピア松島水族館の見学で

す。サッカーをしたりバスケットをしたり

インストラクターの笛の通りに動き回る

アシカショー。可愛い姿が何ともいえませ

んでした。 

 沢山のご参加ありがとうございました。 

(下山 記) 
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さわやかレクリェーションに参加して 
 

岩崎 環 
 
 遊覧船で日本三景の松島湾の島巡り。松

島ってこんなに素晴らしいものだったか

と改めて見入った。又、所々に震災津波に

よる山肌が崩れ落ちたり松の木がまばら

だったりと、震災の跡が目に入る。船上で

船を追いかけるカモメに片手で餌をやる

と、クチバシが迫ってきてちょっとびっく

りした。 

 五大堂周辺を散策後「笹かまぼこの炭火

焼き体験」コーナーで食べた笹かまの味が

忘れられない。 

 終わりに参加した３３人の方々と黒川

様には一日中車イスのお手伝いをいただ

き本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

さわやかキャンプに参加して 
 

鈴木 力 
 
 去年のさわやかキャンプは松島で行わ

れました。天気は曇りではっきりしません

でしたが、私は松島観光が初めてで、こん

なに観光客がいるとは夢にも思いません

でした。遊覧船から松島を見て回り、さす

が松島は日本三景の一つといわれる所だ

けあってきれいな景色だなあと感動しま

した。 

 その後手作り蒲鉾作りであつあつの蒲

鉾を食べ、レストランの２階から美しい松

島の景色を眺めながらみんなで食事をし

ました。 

 さらに松島水族館で、テレビでは見たこ

とがあったアシカショーでしたが、実際に

みると驚くばかりのショーでした。アシカ

とトレーナーさんの息もぴったりでアシ

カ君達のかわいい振る舞いにみんな笑顔

で歓声を上げていました。 

 最後になりましたが、この企画を考えて

くださった皆さん、当日サポートしてくれ

た多くの皆さんには感謝をしてもしきれ

ないくらいです。ありがとうございました。 

 さわやかキャンプに今回参加できなか

った皆さんも是非今後参加してみません

か。大勢の仲間と楽しい一日が過ごせる事

間違いないですよ。 

 
 
 

２０１３年みやぎアピール大行動 
３００名参加！ 

日時：平成２５年１１月４日(月) 

場所：せんだいメディアテーク 

 
 ２０１３年の第７回みやぎアピール大

行動は昨年に引き続き秋季開催となり、１

１月４日(日)にせんだいメディアテーク

において開催された。当日は朝から小雨が

ばらつく天気でどれだけの参加者がある

か気遣われたが、３００人の大集会参加者、

２００名の大行進参加者を得て大行動は

無事開催された。日本障害者協議会理事 o
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太田修平氏の基調講演と、例年のように異

なる障害を持つ当事者らの訴えが行われ

た。県肢連からは１０名の会員が参加し、

岩崎会長が大行動へのメッセージを述べ

た。 

 今回は初めてチンドン屋さんが行進に

同行し華を添えた。今までにない賑やかさ

が出てとても元気が出る大行進になった。 

 

宮城県肢体不自由児者父母の会挨拶 
 

岩崎 志郎 
 

 今日は、皆さん初めまして、宮城県肢体

不自由児者父母の会連合会の岩崎です。 

 第７回みやぎアピール大行動２０１３

が、今年もまたこのように多くの仲間が集

まり、力強く開催出来ました事をお喜び申

し上げます。 

 私たち宮城県肢体不自由児者父母の会

連合会は、今から約５０年前に、当時就学

猶予などで学校に行けない手足の不自由

な子供達に、勉強する場を与えようと養護

学校の設立を目指し、その後は卒業する子

供たちが一人でも路頭の迷わせる事があ

ってはならないと授産施設の設立に努め

て来ました。然しながら、近年の父母たち

の最大の心配ごとは、「親亡き後」の子供

たちの生活がどうなるかであり現在もそ

うです。更に、父母の会の会員は大半が７

０歳を超え、自分たちの老後をどうするか

といった親自身の高齢化という新しい難

問にも遭遇しています。 

 今から３年前、民主党政権の下、障害者

自立支援法、後期高齢者医療制度撤廃の実

現を期待しましたが、みごとに裏切られま

した。そして今、社会保障制度の見直しと

称して、その改悪が進められようとしてい

ます。例えば、支援１、２を介護保険から

切り離し、各自治体に任せる等の検討がな

されています。身体の弱った高齢者の更な

る負担増などでこれからどうなるのかみ

んな心配しています。もしこれが実現しま

すと、次に狙われるのは障害者への生活支

援サービスの制限などであることは、これ

までのやり方から目に見えています。 

 状況は厳しいです。でも今ここで一踏張

りして社会保障制度切り崩しに「待った」

をかけないと、将来どうなるか分かりませ

ん。 

 障害者のみなさん、高齢者のみなさん、

そして支援者のみなさん、頑張り時です。

障害者も年よりも、人間らしい普通の生活

をしたい、その一点で結集し、力を合わせ

進みましょう。 

 

宮城県に対する要望 
 
・震災対応 

指定避難所の改善、福祉避難所の整備、

非常災害用医薬品の見直し 

・医療 

重症心身障害児・者の療育拠点増、 

成育医療の充実 

・支援相談 

・就労支援 

法定雇用率の達成、充実 

・地域移行 

相談支援事業所、グループホーム・ケ

アホーム等の重点的整備 

・教育 

宮城県障害児教育将来構想の成果と

課題の総括 

・差別禁止 
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 平成２６年５月９日（金）みやぎアピー

ル大行動では、昨年実施した大行動で採択

されたアピール文と障害者施策の要望書

を携え、１０名が参加して村井県知事に対

して要望と実情を訴えました。鷲見代表は

アピール文の持つ意味を強調しながら、県

施策のさらなる充実を求めました。 

 

 

仙台肢会・グループホーム建設に向けて 

 
 肢体不自由児者のグループホーム建設

が認められるようになってから全国的に

その建設の気運が高まり、既にいくつかの

グループホームが作られている。全肢連の

東北ブロック指導者養成研修会では平成

２４年・２５年と２年続けて「障害者の住

まいのあり方について」というテーマでセ

ミナーを行った。仙台肢会においても以前

からグループホーム建設を望む話が出て

いたが、具体的な動きはなかった。 

 平成２５年４月に行われた「仙台肢会・

第１回雑談会」でグループホームが話題と

なり、仙台市にも実際に肢体不自由者のグ

ループホームを作ろうという意見が出さ

れるようになった（会報３３号参照）。 

 第２６回総会の次年度活動方針で決め

たケアホーム、グループホーム建設へ向け

障害当事者や会員の要望・意見調査を行い、

その結果に基づく会員懇談会を開くこと

にした。懇談会を開く前に会３役で仙台市

障害企画課を訪問し仙台市における障害

者グループホオームの現状について話を

伺った。市内には多数のグループホームが

あるが、身体障害者向けのグループホーム

はありのまま舎１箇所しかないとのこと

であった。 

 宮城野障害者福祉センターで行った懇

談会には２２名の会員が参加し、参加会員

各自がグループホームに抱く期待や要望、

子供らの思いなどを話し合い、さしあたり

４人の世話人（永井、野家、瀬尾、佐藤）

を決めた。その結果を役員会に報告し、グ

ループホーム建設委員会を（仮称）を発足

させて建設への計画を検討することにし

た。 

 第１回建設委員会ではアンケートに積

極的に参加すると回答された会員をも入

れた検討会とグループホームとは何かに

ついての勉強会を開く必要があるとし、急

遽アンケートで積極的に建設に協力する

という会員を調べその結果に基づいて 

第２回委員会を開いた。 

 勉強会の講師を仙台市内に「すまいるハ

ウス・・・」として２２のグループホーム

を運営している仙台市精神保健福祉団体

連絡協議会の大江正義氏に御願いして、グ

ループホームの建設に際しての様々な問 

題点についてお話を伺った。 

 会則に「部会」を置くことが出来るとあ

るので、建設委員会をグループホーム建設

部会と呼ぶことにし、代表世話人に永井一

男氏を選び、２６年度から活動を開始する

ことにした。 

 なおグループホーム建設に積極的に協

力する意向のある人は、代表世話人（電

話・３８４・６７９０）にご連絡ください。 

 アンケートの集計・会員からの意見・ま

とめを仙台市肢体不自由児者父母の会会

報３４号の第２会報として別途に印刷配

布いたしますのでご覧の上ご意見があり
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ましたらご連絡下さい。（電話、ファック

ス、電子メール可） 

 

 

 

 

・障害が重度なので療護施設の入所以外考

えられない。施設の増設の働きかけが重

要に思う。 

・現在お世話になっている白石不忘園に心

より感謝しています。職員の方々のご努

力は、家族以上の心遣いを戴いて居ます。

感謝の気持ち忘れないようにと思って

います。 

・一番に考えられる事は、親亡き後の問題

です。子どもはどうなるんだろう、あれ

これ考えるとこれからの事が心配です。 

・おかげ様で療護施設に入所しております。 

・障害児（者）を人間と認める生活の出来

る世の中にしていただきたくお願いい

たします。 

・現在は親も元気なので何とか３人で生活

していますが、何かあった時の事を考え

ると心配です。その時はお願いします。 

・グループホームの入居は大賛成ですが、

現在月２回通院います。一生通院しなく

てはならないと思いますので、その点が

一番心配です。 

・本人の親が亡くなり兄（私の夫）と同居

しておりますが、7月に私の夫も亡くな

り、私としては賛成しても 本人はなか

なか施設というだけで黙ってしまいま

すので難しい事です。  

・現在、息子はケアホームで暮らしていま

す。4人で一戸建ての借家に世話人さん

が一人です。親としては、将来の安心を

先取りしたと思いました。でも経済的に

運営にはお金もかかり、満足の得られる

体制にはなかなかです。それに働く場と

住む所の運営が違うので、その間のケア

も必要です。昼になにかあってもすぐに

は対応が難しいかったりします。グルー

プホームを作っても、そこで暮らしに満

足できるようになるには、ずいぶんと時

間がかかりそうです。「急に一泊どうに

かして」という時に逃げ場所みたいな所

が近くにあると良いと思います。 

 次にケアホームの体験を記しました。          

 息子をケアホームで暮らさせようと思

った頃は、今よりずっと条件が整ってい

ました。まず親がまだやり直しのきく年

齢だったこと、送り迎えも車で簡単にで

きたこと、本人もまず何とか慣れていけ

るだろうと思ったこと、自然災害もあま

り心配なかったこと等。今は雨や雪によ

る交通の乱れ等で、施設とケアホームの

間の通いに心配があり、入ってから数年

過ぎましたが、なかなか落ち着かないで

います。自分も障害を持ってみて、我が

家、父母には勝るものはないと思えます。

ある程度暮らしていける能力のある人は、

親がいなくなったらそれなりに足りない

所をサポートしてもらいながら慣れた我

が家で暮らせるのが良いのかなあと思い

ます。そこまでいかない人は、できるだ

け家族と生活し、必要な時に世話しても

らえる場所があれば、親がいなくなって

から入所でも自立でも良いかなと思いま

す。本人が納得できる場で楽しく生きて

欲しいと願うばかりです。グループホー

ムも障害の状態が違うと皆が納得する形

は難しいと思うので、どこかで諦めも必

要かもしれないと思います。 

・障害が重度なので療護施設を建設してほ

しい。 

・グループホームが実現するよう望みます。 

・回答も難しいものですね。自分の事なら

即答もできますが、でもさしあたり旭が

丘エレベーターの所の雨風よけの設備

がほしいです。 

 
アンケートに寄せられた会員の声 
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・今色々な支援グループがありますが肢体

不自由児者父母の会にも若い人達の勧

誘、意見も必要かと思います。 

・仙台市の障害者福祉施策を会員へ知らせ

ること。 

・ディサービスなどで困ったことがあった

ら、会として市に要請すること。 

・市に療護施設の拡充を要請してください。 

・今回のアンケートは、子供たちが、今後

社会人として充実した人生を送るため

に、大切な一歩となると思います。今後

も具体的に一つ一つ進めて、継続してい

ただきたいと要望します。宜しくお願い

致します。 

・父母の会も年を取っている方ばかりで、

若い人の協力があればいいのですが。親

も年をとるばかりで、１日も早くグルー

プホームが出来ることを願っています。 

・アンケートの質問事項を考えられるのに

ずいぶん苦労されている事を思い、１人

でも多くの方が回答されることを念じ

ています。 

 

 

単位会だより 

 
 
仙台地区肢会 

 平成２５年５月２６日通常総会を仙台

自立の家で開催しました。総会に先立つ４

月３日に開かれた第一回雑談会では、肢体

不自由児者のグループホーム、ケアホーム

の建設が大きな話題となりました（会報３

３号参照）。総会においてもグループホー

ム建設の実現を目指す次年度方針が認め

られました。会員が高齢化している現状を

考えると、親亡き後の問題が現実目の前に

迫ってきたとの感があり、ホーム建設は会

として取り組まなくてはならぬ喫緊の課

題となってきました。 

 グループホーム建設に向けての第一歩

としてまず会員・障害当事者の現状・要望

を把握する必要があると考えて会員アン

ケート調査を行い、その結果に基づいてグ

ループホーム建設委員会（仮称）を発足さ

せることが出来ました。アンケートの詳細

は第２会報に載せましたので、会員の皆さ

んには是非目を通していただきたいと思

います。 

 アンケートの結果には、会員の高齢化を

改めて認識させられました。またアンケー

ト調査には、会員の貴重な声が多数寄せら

れました。（第２会報 掲載） 

 父母の大半が療護施設の拡充を望んで

いる一方、子供たちの多くは一人で自立し

て暮らすことを望んでいるという結果は、

今後親亡き後の問題に取り組むに際して

充分の考慮しなければならない課題であ

ると考えさせられました。 

 仙台肢会からは、第４６回全肢連大会・

沖縄大会へは９人の会員、第３３回全肢連

東北地区大会・福島大会へは１８人の会員

が参加しました。 

 恒例の自立の家祭り、さわやかレクリエ

ーションは例年通りに参加しました。大崎

中央公民館祭りには県肢連の呼びかけに

より仙台と仙北の単位会が６年続けて一

緒に参加し、両単位会の共同事業としての

会活動を定着させつつあります。今後、こ

のような複数の単位会の協同活動の活発

化が望まれます。 

（金子 記） 
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東部地区肢会 

 平成２５年度総会を平成２５年８月３

日（土）多賀城市レインボー多賀城で開催

しました。岩崎会長を講師として、「障害

者の現状について」のお話を伺った後、会

員の皆さまの状況について交換会を行い

ました。 

 会員の皆さまの声は、保護者の高齢に伴

う悩みが多く話されました。また、震災後

に会員が居住する仮説住宅にかかるさま

ざまな問題が出されました。狭い室内、台

所、洗面所兼風呂場、トイレ、玄関のない

出入口の状況など。また障害者と家族が葛

藤する長く続く生活の悩み、先の見えない

復興に対する苦悩などが話されました。引

き続き会員間の交流を大事にしていかな

ければと感じました。 

 第４６回全国肢体不自由児者父母の会

連合会の大会が沖縄県で開催されました。

東部地区の会員が多く参加して全国の仲

間と交流し、南国沖縄を堪能してきました。 

 大会の中で提起された「粘土ぴーすけカ

ード」、「大会参加者全員配布」の紹介と取

り組みについて、宮崎県肢連会長が普及の

足がかりについて話されました。 

 ２月に、宮崎県肢連より被災県の現状を

調査したいという申し入れが宮城県肢連

にあり、直ぐに受け入れ態勢を整えて調査

に協力することにしました。２月１６日～

１７日の２日間にわたり、岩崎会長と東部

地区の会員の協力のもと訪問対話調査を

行いました。宮崎県肢連の山元会長と宮崎

公立大学辻教授のお２人も一緒に加われ

ました。 

 災害被災地の現状の視察（仙台市蒲生、

岡田地区、多賀城市内、塩釜市市内、七ヶ

浜町町内）のあと、七ヶ浜町の仮説住宅で

生活している会員の家庭にお邪魔し、生活

の現状や震災時の状況、避難所を転々とし

た当時のお話を伺いました。 

 訪問調査の目的は、阪神淡路震災や東日

本震災後の現状と各行政機関の動きの実

態調査、災害時における障害児者を含む弱

者救済対策のための情報収集などをとお

して、南海トラフ地震、津波や自然災害に

備えることとのことです。山元会長からは、

災害時における情報の共有化『ぴーすけカ

ード』を使った取り組みについて話を伺い

ました。翌日は、塩釜市杏友園と県障害福

祉課との話し合いが持たれました。短い時

間でしたが、宮城県内の被災障害児者の現

状が伝わったと思います。 

 宮崎県を含む九州地方の今後の災害対

策に活かされる交流が出来たと思います。 

 東部地区では今後も会員間の交流で支

え合う活動を継続していきます。 

 今後とも会員皆様のご支援を宜しくお

願いします。 

（赤間 記） 

 

 

仙北地区肢会 

 仙北地区肢会２５年度事業計画は、概ね

実施する事が出来ました。 

 行事を実施するに当たり各事業毎に参

加者の数が少なくなって来ております。こ

の事は現会員の高齢化による移動の困難

さから来ているとも受け止めています。若

い年代の層の会員を募らなければなりま

せんが、個人情報云々がありなかなか進め

にくいところです。 

 秋田での東北地域指導者研修会、並びに

福島で開催された東北大会には川名監事

が参加し発表しました。第４６回全肢連全

国大会（沖縄県）には岩崎会長が参加して、

記念講演に感動したそうです。 

 平成２６年３月に大崎市公民館まつり

が大崎中央公民館で開催され、多くのお客

様に喜んで頂き、２５年度の事業もほぼ予

定通り終了いたしました。２６年度も皆様

のご協力をお願いいたします。 

（山崎 記） 
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会 員 便 り 

― 私も一言 ― 
 

グループホーム建設にむけて 
 

目黒 惠子 
 
 「宮城県肢体不自由児者父母の会連合

会」が「宮城県肢体不自由児親の会」とし

て発会したのは今から５４年前のことに

なります。これまではその時の子供達に何

が必要かを考えてきましたが、親なきあと

の子供達のことを考えることはあまりあ

りませんでした。しかし、いつしか会員の

多くが高齢になり、自分達の老後のことに

合わせて、中高年になっていく障害を持っ

た子供達の今後の生活について役員会で

も話題になることが増えてきました。 
 仙台市肢体不自由児者父母の会で、１月

に「グループホーム建設懇談会」を持った

ところ、「ぜひ建設にむけて実現してほし

い」という声が多く聞かれたので、その要

望に応えて「グループホーム建設」に向け、

いよいよ歩みを進めることとなりました。 
 ２月３月と話し合いを持った結果、名称

を「グループホーム建設準備部会」とし、

会長に永井一男氏（仙台自立の家利用者 

永井洋一さんのお父様）を選任し、夢の実

現に向けて、やっと一歩を踏み出したとこ

ろです。 
 建設にあたっては、多くの難題（場所、

資金他）をかかえてのスタートになります

が、会員みんなの考えや力を出し合いなが

ら、一日も早い夢の実現に向けて進んでい

きたいと思っています。 
 
 

今、思うこと 
 

永井 みね子 
 
 ある日突然、朝起きたら耳が聞こえなく

なり即入院しました。でも一向に回復はし

ませんでした。「聞こえない人なんか、面

倒くさいのよ！」退院後、近所から流れて

きた一声でした。心のキズが聞こえなくな

った一因でもあったので衝撃的でした。そ

んな声はなるべく聞こえないように心に

蓋をしました。 
 私が障害を持ったことで、親でありなが

ら障害を持つ息子の心の痛みがわからな

かった部分が、ずい分あったことに気づか

されました。失って見て何気ない日常がど

んなに大切だったかも知りました。 
 「失ったものを数えても戻るわけもなく、

残ったもので最大限楽しんで生きよう！」

と考えられたのは、一年も過ぎてからでし

た。その頃には泣くこともなくなりました。

慣れもあったと思います。「どこに行って

も一人で大丈夫」といった自信が生きる自

信に繋がった気がします。多くの方たちの

励ましも支えになりました。ほんの少しの

思いやりとやさしさが生きる力になるこ

とを知りました。 
 この度、最先端医療による手術で、なん

とか音を回復できました。普通に会話でき

るようになるまでには、まだまだリハビリ

が必要ですし、障害者であることに変わり

ありません。 
 これからは障害を持つ息子たちが、どう

したら日々安心して暮らしていけるかが

私に与えられた課題と思って生きて行こ

うと思っています。 
 

「良かったですね 永井さん」 
 
手術の成功、おめでとうございます。 
会員一同、心よりお喜び申し上げます。 
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金子 みゆきさん 
全国手芸グランプリ奨励賞 

 

 昨年１１月から４か月間ほど時間をか

けて１針１針縫って蔵王のお釜の風景を

仕上げた作品です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○携帯電話障害者割引サービス 

 障害者本人が携帯電話を使用している

場合、携帯電話会社によってサービスの内

容は異なりますが、障害がある人に対して

基本料金、通話料金の割引サービスをして

います。条件は、障害者手帳、特定疾患医

療受給者証などをもっていることです。 

 ＮＴＴドコモでは「ハーテイ割引」とい

うのがあります。「身体障がい者手帳、療

育手帳、精神障がい者保健福祉手帳などの

交付を受けており、利用者として登録され

ている方が対象です。「ドコモ」のホーム

ページには「ＦＯＭＡなら基本使用料が６

０％割引になります。しかも、無料通信分

はそのまま変わりません。」となっていま

す。その他のサービスにも割引があります。  

 ソフトバンクでも「ハートフルサポー

ト」という障害者割引サービスを行ってい

ます。 

 まだこれらの障害者割引を利用してい

ない人は、携帯を契約した店に行って手続

きなどをしてください。 

 

○６５歳以上の高齢者、軽度の障害者が

「特別障害者控除」を 

 今年の確定申告書提出は既に終わりま

したが、高齢者には毎年ある申請です。高

齢化した父母の会会員が増えました。 

 通常障害者手帳３～６級、療育手帳中度

～軽度の人は「障害者控除」（所得税 ２７

万円、住民税 ２６万円）の税控除を受け、

「特別障害者控除」（所得税４０万円、住

民税 ３０万円)の控除の対象外とされて

ます。 

 然し年齢６５以上の人で手帳を持って

いない人でも、同程度の状態にあると認め

られる場合には、福祉事務所長が発行する

[障害者控除対象者認定書]により障害者

控除を受けることが出来ます。 

 また軽度障害者手帳を取った後、要介護

となり介護度が重くなった場合も市町村

が発行する「障害者控除対象者認定書」を

受けると特別障害者控除になる可能性が

あります。この点は、自冶体により基準が

異なることがあるので来年度の申告の時

には、それぞれの居住する市町村の税務課

で確かめてください。 

（金子 記）

ご存知ですか？ 
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大人になった「児」から父母の会への手紙 
 
「私たち」を置き去りにした総合支援法

から「私たちの望む真の制度改革の実現

を！」 
 

宮城アピール大行動実行委員会代表 
鷲見 俊雄 

 
 １１月４日朝小雨がぱらつき天気は

微妙。前日は万が一と思われていた楽天

が日本シリーズまで制覇してしまう快

挙。街は優勝セール等で賑わい余韻絶頂

の中でアピール大集会が行われた。大集

会に３００人、大行進に２００人が参加

した。今回初めてチンドン屋さんが行進

に同行し華を添え、今までにない賑やか

さが加わりとても元気の出る大行進に

なった。 

 大集会では「検証・障害者総合支援法」

私たちの望む制度改革を求めて！とい

うテーマで、推進会議の部会長であった

障害当事者の太田修平さんを招いての

お話を伺った。その後、恒例の当事者ア

ピールでは例年より多い当事者からお

話を頂いた。現状への不満や改善を望む

声など聞いていて、障害によるニーズの

違い、違いを理解し協力し合うことが実

行委員会の原動力になっている事を強

く感じました。 

 今から７年前、障害者自立支援法応益

負担の嵐が吹き荒れるなかで、産声をあ

げた宮城アピール大行動実行委員会。応

益負担反対の一致点で県内４０を超え

る障害種別等の垣根を越えて結集し、

様々な力を発揮し多くの仲間とともに

粘り強く運動を続けてきました。自治体

との交渉の中で勝ち取った激減緩和措

置や議会で私たちが出した請願が幾度

か採択されました。また定期的に自治体

の長や議員との話し合いが行ってきま

した。選挙戦の時には公開質問状を出し

たり政党シンポジウムを行ったりしま

した。さらにアピール運動は、年間を通

して様々な形で県民に私たちの願いや

思いを訴え続けてきました。この他２年

前まで行われていた日比谷公園での全

国大フォーラム１万人集会を結集軸と

して全国の運動との連携も行ってきま

した。昨年夏には、総合福祉法の制定を

求めて団体署名に取り組み県内外から

１５０を超える賛同を得て、国会へ出向

いて当時の与党民主党に私たちの意思

を強く訴えました。支援法訴訟団と政府

との和解条項に沿って支援法を廃止し、

新しい法律がこの四月から自立支援法

に変わる新法「総合支援法」が生まれま

した。しかし内容は自立支援法とほとん

ど変わらず、推進会議で２年余議論を重

ね総意としてまとめられた「骨格提言」

の中身は、ほとんど反映されていません

でした。さらに介護保険との統合が見え

隠れするなか６５歳になると生活支援

の部分は容赦なく介護保険に統合され

１割負担が強いられてしまい、全く持っ

て許しがたい制度になってしまってい

ます。また諸悪の根源である応益負担の

条項すら削除されておらず、これまでよ

り大きく後退した部分も含め不十分極

まりないものになってしまいました。 

「私たち」は完全に置き去りにされてし

まったのです。しかしここで私たちは諦

めるわけには絶対にいきません。障害者

権利条約など制度改革はまだ道半ばで

す。今回集会に参加された方々、そして

街に出て行進し声をあげ訴えた方、思い

を同じくする多くの方々とともに、ここ

みちのく宮城の地から改めて全国へ、形

だけの改革に終わらせないよう私たち

の主張を強く訴えていこうではありま

せんか。そしてあの３・１１大震災で明

らかになった障害者等の災害時救助・支

援体制の整備の問題。決して他人事では

ない原発被害も含めて待ったなしの対

応が必要な状況にあります。これからも

皆さんと一緒に諦めず、挫けず、力強い

歩みを積み重ね、必ずや実現させて行き

ましょう。 

 「私たちが望む真の制度改革を！」改

めて強く訴えます。私たち抜きに私たち

のことを決めるなと。 
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特 別 寄 稿 
 
「写したい、伝えたい表情があるから・・・」 
 

熊谷 孝利 
 
 この言葉は、障害を持っていながら写真

をこよなく愛している青年、佐山修基君の

写真撮影の基本的テーマです。このテーマ

をもって平成２４年２月１１日、仙台市福

祉プラザにおいて開催された宮城県障害

者福祉センター主催の「ライブメッセージ

２０１３！」で発表したメッセージの中で

の言葉でした。 

 最近のデジタルカメラの機能はどんど

ん進んでいますが、それを使いこなすため

の知識も必要です。私などは案外経験をも

とに操作している場合が多いので、折角の

機能を充分使いこなしきれない場合があ

ります。しかし、佐山君は写真知識を深め

るためフォトマスター検定に挑戦して、見

事、準１級に合格していますが、さらに１

級を目指しています。私の写真仲間では挑

戦している者はいないので、心から敬意を

表します。 

 写真撮影後の画像処理は勿論のこと印

刷までの一貫作業も行っています。パソコ

ンについては仕事の上でも使用している

ので、各種デジタル処理も出来ます。 

写真の醍醐味を知り、深みを増してきてお

ります。 

 佐山君の活動範囲は障害者写真グルー

プのフォトクラブ光彩、全国組織ペンタッ

クスリコーファミリーに所属して交流を

深めながら、写真展に作品展示しておりま

すが、技術向上のために各種写真コンテス

トにも応募しております。全国障害者によ

る写真コンテストにおいては、すでに金賞

を獲得しておりますが、それ以外のコンテ

ストにも応募して実績を上げております。 

 このような写真活動をしております佐

山君を見ていると、写真活動は障害のある

なしには関係なく可能であることを証明

しております。彼のように努力することに

よって写真への楽しみは深まっていきま

す。皆様も同感して写真を楽しむことを期

待しております。 

 それでは私（僕）もと思われる方は、拓

桃ダイアモンド会・事務局（電話・０２２・

２３３・９３１０）へご一報下さい。 

 

 
 

 

 

 

「河北歌壇」より 
 

金子 武次郎 
 
デイケアのバスに乗せられる吾が姿 

     昨年までは夢想だにせず 

平成２６年２月２日 

降れば凍てつく坂の下
もと

にあるスーパー 

遠し老いの足には 

平成２６年３月１６日 
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東日本大震災復興支援活動 
 

お買上げ商品価格の５％を 
今年度も 災害復興義援金として寄付いたします 
皆様の暖かいご協力をお願いします 

 
期間 ５月１２日～７月１１日 

仙台自立の家 

 

 
 

 本会会員の高齢化が指摘されて久しい。

本会の会員調査アンケート結果は、回答会

員のおよそ半分が７０歳以上であり、６０

歳以上は約８０％となっています。 

 父母の会の最大の課題は「親亡き後」の

子供たちの生活はどうなる？への心配を

生きているうちに解決したいということ

である。しかし、父母の会会員の高齢化に

よって、会は「親亡き後」の前「親居る内」

に親たち自身が介護を必要とする事態に

も緊急に対処しなければならないという

問題に直面することになりました。「要介

護の親」と介護が必要な「障害児者」、こ

の二重苦の事態を如何に打開するかとい

った厳しい課題の前に父母の会は立たさ

れています。 

 今年になって高齢者医療保険料、介護保

険料の増額、年金（障害基礎年金）の減額

などが相次ぎ、さらに７０歳から７４歳ま

での高齢者の医療費負担を１割から２割

に改悪されたばかりであるのに、高齢者福

祉は更に厳しい局面に直面しています。 
 

介護の負担増と給付減 
 
 平成２６年４月１４日の衆議院厚生労

働委員会で医療・介護制度を根本的に改悪

する「医療・介護総合法案」が可決されま

した。この法案には、市町村によって介護

サービスの質に大きな差が出るという懸

念を基に、地方議会からの異議申し立ての

意見書は２１０にも達していました。 

 現在は介護保険の給付対象となってい

る「要支援１、同２の認定者の訪問介護と

通所介護（デイサービス）を介護保険の給

付から外し、市町村の「地域支援事業」（平

成２７年４月実施）に移されます。事業単

価は市町村が決めるが、保険給付以下に、

利用料は介護保険の１割以上となります。

「要支援」認定者約１５０万人の介護保険

からの締め出しです。 

 さらに６５歳以上で一定の収入以上の

人の介護保険利用料を一割から二割に増

額されます。 

 特別養護老人ホームの入所対象者は、現

在 要介護１～５ですが、それを原則介護

３以上に狭めます。（平成２７年４月実施）

特養ホーム待機者は約５２万人（厚労省３

月発表）、このうち１７万８千人は要介護

１、２です。法案はこれらの人々を特養ホ

ーム入所対象者から事実上排除するもの

です。宮城県の場合、待機者は３万８８８

５人も居るといいます。 

 ６５歳以上の高齢障害者の介護も原則

介護保険の対象となります。 

 このように親と子供（障害者）が、共に

介護の対象者となる事態も現実問題とな

ってきています。「施設から在宅へ」のス

ローガンだけでなく、地域での暮らしを支

える多様な介護基盤の充実が必須となり

ました。 

 障害当事者・父母が手を組んで福祉の後

退に待ったをかける新しい活動が求めら

れています。 

（金子 記） 

直撃！ 高齢会員と障害者を 
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仙台自立の家感謝祭 
 

瀧澤 琴子 
 
 平成２５年１０月１３日(土)に感謝祭

が開催されました。準備としまして、例年

どおり蔵王の我妻さんから里芋、梨を仕入

れ、山形の菅野さんからはお米、餅米を仕

入れて販売いたしました。志子田先生から

はジャガイモとさつま芋を寄付して頂き、

芋沢の佐竹さんからは里芋を仕入れて、ネ

ギ、枝豆は寄付して頂きました。今野さん

からはぬいぐるみを沢山寄付して頂きま

した。野菜の袋詰めや値付けは、後援会、

父母の会の皆さんにお手伝いを頂きまし

た。 

 当日は施設製品を始め、変わりご飯、焼

きそば、豚汁、喫茶コーナー等があり、利

用者の方は販売も板につき頑張っていま

した。今年は、布草履作りの実演もあり、

お客様も一緒に作ったりされ楽しんで頂

けた様です。お陰様で父母の会で仕入れた

品物も完売することができました。 

 午後に雨が降り、いつもより早めに終了

しました。収益金の１７４，３０３円は自

立の家と後援会と父母の会に配分されま

した。皆様から頂きました沢山の善意とご

協力、ご支援に心より感謝申し上げます。 

 

 

古川公民館まつりに出店して 
 

入間川 喜代 
 
 古川公民館祭りが、今年は３月１日、２

日に渡って行われ、県会長のご尽力によっ

て、私達は１日土曜日に出店させて頂く事

になりました。２月末に夕方五時頃までそ

の準備に取り掛かりました。 

 昨年は、台風並みの暴風雪に合い怖い思

いをしましたが、今年は今までにない暖か

い日差しに恵まれ、会長と会員４人で自立

の家を１０時に出発しました。 

 公民館の方々は、椅子や長机を用意して

待っていてくださいました。長机を十脚も

玄関の両脇に並べるとスペースがあり過

ぎて、もう少し欲を出して品物を持ってく

れば良かったと悔やむ思いでした。 

 販売が始まり目黒さんの元気な呼び声

でお客様も大勢集まってきました。なじみ

のお客様も多く見え、買い物上手ぶりを発

揮され、私たちは根負けすることもありま

した。それでもバザー用品は１万円弱、自

立の家製品は６万円強の売り上げがあり、

参加し甲斐のあった公民館まつりの一日

でした。 

 参加された皆様ご苦労様でした。 

 

 

平成２６年度各種会合予定 
 
第３８回宮城県肢連総会 

日時：平成２６年６月１４日 

場所：宮城県障害者福祉センター 

第４７回全肢連全国大会愛知大会 

日時：平成２６年９月６日～７日 

場所：豊橋市 ロワジールホテル豊橋 

第３４回東北地区大会岩手大会 

日時：未定 

場所：八幡平市 いこいの村岩手 

東北地区指導者養成研修会 

日時：未定 

場所：福島県(詳細未定) 

さわやかレクリェーション 

日時・場所：未定 

単位会総会 

仙台：平成２６年５月３１日、仙台自立の家 

仙北：平成２６年６月２１日、大崎中央公民館 

東部・仙南・石巻：未定 

宮城アピール大行動２０１４ 

日時・場所：未定 

大崎公民館まつり 

日時：平成２７年３月 

仙台自立の家祭り 

夏祭り 平成２６年７月２６日(土) 

感謝祭  平成２６年１０月１１日(土) 
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宮城県肢体不自由児者父母の会連合会 会報 こころ 第６２号         平成２６年６月 

 

仙台肢会会長日誌 
 

 会長日誌を書くのも本号が最後となる。 

 仙台肢会会長を引き受けて最初の会報第

２１号を出した。早速、ある会員から、会長

挨拶がないのはどういうことか？と叱責を

受けた。確かに色々な会の会報を見ると一頁

に会長挨拶があり、多くは非の打ち所のない

立派な挨拶である。しかし、私には会長の本

当の姿が見えない様な気がする場合が多い。

私は会長としてやりたいこと、困ったこと、

会員の助けを借りたいことなどなどの本音

を率直に会員に伝え、また会員の生の声を聞

きたいと思った。そのような会長のつぶやき

見たいような雑文を巻頭に置くのは恐れ多

いと思い、最後のページに載せてもらうこと

にしたのである。 

 会長になって最初に困ったのは、会員が会

に対し何を望んでいるのかよく分からない

事であった。会費を納めている会員の要望に

沿ったことをやらねばならぬ、これが会活動

の要だと思ったからである。それで先ず、会

員の会への要望アンケートを行った。自立の

家の発展、療護施設やグループホームの建設、

市、県、国の障害者政策の情報提供などの要

望が多かった。 

 活動の第一歩として、アンケートの結果を

持って仙台市障害企画課を会員数人と尋ね、

市の障害者施策を聞くともにアンケートに

あった会員の願いを要望した。 

 「仙台市・障害企画課訪問」という大きな

文字が会報２１号（平成１３年１２月）の第

１面を飾った。其処には「療護施設、グルー

プホームの建設について」とある。療護施設

の建設は後１年後にというところまでいっ

たが、自立支援法の施行で駄目になってしま

ったのは残念というよりは悔しい。 

 グループホーム建設については、１１年目

の今年になってようやくその緒に就いた。 

 要望に当り障害者本人が一緒に行くこと

の重要性も改めて認識した。仙台駅のタクシ

ー乗り場にスロープをつける要望も鷲見君

の説明が具体的で説得力があり、仙台市も直

ぐに設置してくれた。会が要望していた地下

鉄旭ヶ丘駅・バスプール入り口にもスロープ

が設置された。仙台市は市の判断で出来るこ

とはしてくれる。先ず要望しなければならな

い。しかしながら、仙台市への要望の大部分

は実現していない。それにも拘らず毎年実現

するまではと思って繰り返し愚直に要望を

重ねてきた。その是非については判らない。

今は、それらを実現できなかった自らの非力

を会員の皆様にお詫びをするだけである。ま

た私の会運営に長い間ご協力いただいた幹

事の方々には、改めて感謝の意を表したい。 

 再び会報２１号の最後の頁を見ると、「こ

れも３人の副会長がいたからこそのことで

す。会議、会の事務、野菜収穫、バザー準備・

販売など３人の働き振りにはただ感心する

のみでした。私は口を動かしていただけ。感

謝しています。」と書いてある。この思いは

１１年通して変わらなかった。始めの数年、

会の事務運営すべて目黒さんにおんぶに抱

っこで過した。その後は入間川さんに事務運

営のみならず会計の負担までお任せ、お世話

になってしまった。勿論、今野さん、瀧澤さ

んの両副会長にも入間川さんにおとらず助

けてもらった。私が１１年もの間、なんとか

会長をやってこられたのも、これら副会長あ

ってのことである。感謝の言葉も無い。 

 第２１号も本号も締めくくりが会員アン

ケートの頁となった。会員の声こそ会活動の

原点、この思いは変わらない。 

 仙台肢会の会報の第１面に仙台市障害企

画課の記事を載せられなかったのは、大震災

後の事情が続いたためとはいえ、残念である。 

(金子 記) 
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宮城県肢体不自由児者父母の会連合会 会報 こころ 第６２号         平成２６年６月 

 

県肢連会長日誌 
 

 平成２５年度事業計画も役員のもとに

会員各位の協力により実施出来ました事

に感謝申し上げます。 

 思い起こせば３年前の３月１１日「東日

本大地震」大津波で家屋、財産全てを流失

し身一つで避難した石巻・東部地区父母の

会会員宅を訪ねると、復旧進んでいるとい

え障害者をかかえ家族全員が狭苦しい仮

設住宅で余儀なく暮らしている。１日も早

い普通の生活が出来る様復興に力を尽く

して欲しいものです。 

 平成２４年９月８日～９日第４５会全

肢連全国大会・第３２会東北地区宮城大会

を仙台市情報産業プラザ『アエル』で５９

９人の参加者のもとで開催出来ました。平

成３年８月２５日～２６日松島『ホテル大

観荘』で全肢連第２４回全国大会が開催さ

れて２０年目にしての開催でした。経験不

足、知識不足から中々前へ進まず全肢連常

務上野事務局長より度重なる指導をいた

だき閉会の幕を閉じる事が出来た事が昨

日の事に思える。 

 ２５年８月神奈川県肢連から相談を受

け、川崎市社会福祉協議会福祉部会の「震

災地交流研修会」に協力する事となり、会

場は宮城県身体障害者福祉協会『杏友園』

をお借りして、本会東部地区父母の会の全

面的協力を得て実施出来ました。また、２

６年２月には、宮崎県肢連からも要請を受

け、東部地区父母の会との交流会、杏友園

見学、被災地見学を同行実施。又、宮崎県

肢連では障害者自ら万が一に備え個人情

報を発信して、協力して欲しい時に提示す

る（ピースケカード）を制作している。こ

の件に関しては、県庁保健福祉課の職員の

方ともお会いしていて本会からも４人出

向いている。 

 １０月２６日～２７日沖縄県那覇市『パ

シフィックホテル』で開催された第４６会

全肢連全国大会には本会から１５人が参

加した（仙台肢会５人、東部地区肢会８人、

仙北地区肢会１人、事務局１人）。 

 大会１日目記念講演で「助けあうってど

ういうこと？」を演題とした伊是名夏子氏

（３１歳）の講演は、大会テーマである『ゆ

いまーる精神は福祉の原点』そのものと思

えた。別記参照お願いいたします。 

 一年前第４５回全国大会を宮城県仙台

市で開催した折、沖縄県肢連より１５人の

参加がありこの度の大会で再会出来た事

は何ものにも代えがたい喜びでした。 

 本県からの参加者には、沖縄県は初めて

という参加者も多くいたので、大会２日目

のシンポジウムを欠席とし、沖縄県の名所

などを見学して３泊４日の日程を無事終

えました。 

 この３年間の事業等を踏まえて２６年

度事業計画の推進に努めてまいります。 

(岩崎 記) 
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