
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４９回全国肢体不自由児者父母の会連合会全国大会 
 

日   時：平成２８年７月３０日(土)～３１日(日) 

会   場：神奈川県横浜市・神奈川県立県民ホール 

大会テーマ：住み慣れた地域で、共生社会の実現 

～使えるサービスの実現、充実をめざして～ 

 

 第４９回全国肢体不自由児者父母の会

連合会全国大会は、平成２８年７月３０日

と３１日の２日間にわたり横浜市・神奈川

県立県民ホールを主会場に、全国から１，

０９７人が参加して開催されました。宮城

県肢連からは、２年にわたり参加者がいま

せんでしたが、会場が横浜と言う比較的交

通の便も良いこともあって、１３人と言う

これまでにない多くの人が参加しました。 

 大会は、全肢連会長の清水誠一氏の主催
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者あいさつ、横浜市長の林文子氏の開催地

歓迎あいさつに続き、塩崎恭久厚生労働大

臣など来賓のあいさつの後「住み慣れた地

域で安心して暮らすために障害者差別解

消法をどう生かすか」～日常生活・就学・

就労の観点から～と題して、ＤＰＩ日本会

議副議長の尾上浩二氏による基調講演が

ありました。尾上氏は、１９６０年大阪市

に生まれ１歳で脳性マヒと診断、多くの苦

難を乗り越えて大阪市立大学を卒業し、駅

のエレベーター設置やノンステップバス、

福祉のまちづくりや介護制度等の充実に

取り組んでいます。講演の中で尾上氏は

「障害者差別解消法は、差別的取り扱いと

合理的配慮の不提供の２つの差別を禁止

している」とし、「障害者基本法の理念に

のっとり、障害を理由とする差別の解消を

推進し、全ての国民が障害の有無によって

分け隔てられることなく、共生する社会の

実現が目的である」と差別解消法の目的に

ついて述べました。今後に向けては「地域

生活だからこそ福祉・教育に限らず、住宅、

交通、買い物、食事等々暮らし全般につい

て、社会全体での取り組みが重要である」

と訴えました。 

 休憩を挟んで、①生活支援 ②医療 ③

教育 ④本人部会の４分科会に分かれて、

それぞれ意見発表がありました。 

 ２日目は、分科会の報告の後、親と子の

高齢化、障害の重度化など家庭での介護が

増大し、地域生活の支援は喫緊の課題であ

るとし、①障害児者の日常生活を支える地

域医療の充実 ②住み慣れた地域で安

全・安心に豊かに生活できる支援の充実 

③教育現場における障害児のインクルー

シブ教育 ④父母の高齢化、親亡き後の社

会的支援体制の整備促進----の大会決議

文を採択しました。最後に次期開催県の京

都市身体障害児者父母の会連合会長の渡

辺登志子氏からのあいさつがあり、閉会セ

レモニーが終了しました。 

 以下、各分科会の参加者からの報告をい

たします。 

永井 一男記 

 

 

①生活支援分科会 
永井 一男 

 生活支援分科会は「住み慣れた地域での

生活支援のあり方と実践」をテーマとして、

社会福祉士でもあり、相談センター・ゆい

まーる所長の田中晃氏をコーディネータ

ーに、相談支援に関して２人からグループ

ホームに関して３人から意見発表されま

した。以下発表者順に要旨をご紹介します。 

 

相談支援に関して 

関東甲信越ブロック・千葉県肢連 

西口美恵子氏 

 医療的ケアが必要な重度重複障害であ

る娘さんは、現在週５日２ヶ所の施設に通

所しながら、看護師による気管切開部から

吸引しています。週１回ヘルパーと訪問看

護を利用しているそうです。 相談支援は、

福祉サービスと医療の調整や日常生活ス

ケジュール等ですが、「通所施設とのトラ

ブルの際に相談支援専門員の取った内容

など必ずしも満足できるものではなかっ

た」とした上で、「計画相談は障害者がそ

の人らしく、主体的に暮らすための、地域

社会と本人を繋ぐサービス提供であり、専

門員はその情報の提供や伝達あるいは共

有をつかさどる担い手であり、どちらか一

方の立場に立つのではなく、中立の立場で 

適切な助言ができるようにスキルアップ

に努めてほしい」と訴えました。 

 

東北ブロック・秋田県肢連 金 登美一氏 

 金氏は相談支援について「計画作成相談

支援員は、計画内容を深く掘り下げ十分に

検討するには時間がなさすぎる。相談回数

を重ねてこそ良案が出ると思うが、相談件

数を多く抱え、常に繁忙状態である。また

業務の単価が安いため利用者数も多く持
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たざるを得ず、一人ひとりの内容の充実よ

り数多くこなすことが優先される」と現状

を分析した上で「相談支援員と計画作成相

談支援員の業務範囲を明確にし、待遇改善

を図るべきだ。また、担当者会議などの充

実と指導を強化すべきだ」と行政に対し要

望しました。 

 

グループホームに関して 

北海道ブロック・伊達市肢連 丸子雅子氏 

 丸子氏は、生れた時から重度重複障害が

ある２９歳の御子息をグループホームに

入居させている立場から、障害基礎年金の

増額、重度訪問介護の国庫負担基準の改善、

医療的ケアが必要な人が利用できるショ

ートスティの確保を強く訴えました。 

 

関東甲信越ブロック・山梨県心身障害児者

を守る父母の会 宮下くに江氏 

 宮下さんは、自らが運営するグループホ

ームについて、「現在20歳から65歳までの7

人の利用者が居り、家賃と食費で月5万円

の利用料である。開設して8年になり、60

歳以上の利用者が4人と高齢化が進んでい

る」と現状を述べ、「高齢化に伴い、住む

家、生活支援、親亡き後、医療、健康管理

など重要な課題だ」とした上で、「今後も

共生社会を目指し、地域生活に取り組む」

と決意を述べました。 

 

全肢連・松坂チーム 古田周太郎氏 (東

北工業大ライフデザイン学部准教授) 

 古田氏は、「肢体不自由者向け共同住ま

いの住環境」の研究を通して、全国１３事

例の運営実態、入居者の状況および物件の

特徴について、次のように述べました。 

 対象としたホームは、２０１０年以前に

設立された事例６ヶ所、２０１１年以降が

７ヶ所あり、定員は１０人以上が３ヶ所、

６人以下が８ヶ所で定員に満たない事例

も６ヶ所あった。組織運営は、ＮＰＯ法人

が一番多く、株式会社もあり、大半の組織

はホーム以外の障害者福祉サービス事業

を実施している。入居者の年齢は３０代以

下の若い世代が半数を超えている。男性が

女性の２倍で、身体障害者手帳１級が４１

人で半数を超え、障害支援区分では区分６

が３０人、区分５が１５人と高い人が６割

を占める。 

 建物は新築が１０ヶ所うち４ヶ所は平

屋で、既存改修は３ヶ所うち２か所は一軒

家を改修したもの。建物の一部をホームと

して利用しているものが４ヶ所あった。運

営団体が建物を所有しているのが１０ヶ

所で、土地は７ヶ所が賃貸であった。居宅

は全て個室である。 

 入居者は重度の障害をもち、生活上の介

護を必要とする人が中心で、外部サービス

を利用して暮らす人が多く、住まいの提供

だけでなく地域で居宅系サービスが提供

可能なことが条件となっている----など

の報告がありました。 

 

 

②医療分科会 
松田廣勝 

 医療分科会は「肢体不自由児者の日常生

活を支える地域医療の在り方と実践」をテ

ーマとして、社会福祉法人「みどりの家」

診療所所長の三宅捷太氏がコーディネー

ターとなって実施されました。 

 意見発表は以下の各氏から行われまし

た。 

１．専門的医療の継続（児から者） 

九州ブロック 佐賀県肢連 

福市 繁幸氏 

２．二次障害とリハビリ 

関東甲信越ブロック 長野県肢連 

塩原 希志子氏 

中国四国ブロック 徳島県肢連 

圓井 美貴子氏 

３．医療的ケアと福祉サービス 

関東甲信越ブロック 茨城県肢連 

福田 勝房氏 
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近畿ブロック 滋賀県肢連 

植松 潤治氏 

 福市繁幸氏のお嬢さんは医療的ケアが

可能な「ひびきホーム和音」で一日の四分

の三を過ごしているそうですが、ひびきホ

ーム和音は日本財団からの補助を得て、普

通の民家を改修したものだそうです。国の

制度に看護師の配置加算がなかったので、

県に訴えて県独自の加算を獲得したとの

ことです。 

 塩原希志子氏からは、お嬢さんが18歳の

壁を迎えた時に、それまで通院していたこ

ども病院でのリハビリを終了せざるを得

ず、訪問リハビリに切り替えたことについ

て問題提起がありました。 

 圓井美貴子氏からは、体の変化に早く気

付いて、生活の見直しをすぐ行える環境を

作っておくことが二次障害の予防に繋が

るのではないかとの発言がありました。 

 福田勝房氏は障害を持つ息子さんの父

親ですが、特別支援学校の教員でもありま

す。息子さんは一つの施設への通所を希望

したがかなわず、現在は三つの施設に通っ

ているそうです。複数の施設を利用してい

ることもあり、相談支援員による連絡調整

が役立っているとのことでした。 

 植松潤治氏は障害を持つ息子さんの父

親ですが、医師でもあります。日常生活を

支える地域医療のあり方について話され、

医療型の日中一時預りというやり方を滋

賀県で実践している、診療所でもできる、

かかりつけ医と身近な信頼関係を築いて

欲しい、との話がありました。 

 

 

③教育分科会 
 宮城県からの参加者はありませんでし

たが、「教育現場における肢体不自由児の

インクルーシブ教育の在り方と実践」をテ

ーマとして、田園調布学園大学教授の鈴木

文治氏がコーディネーターとなって実施

されました。 

④本人部会 
入間川 節子 

 平成２８年７月３０日・３１日横浜市 

神奈川県民会館において、「第４９回全国

肢体不自由児者父母の会神奈川県大会」が

開催された。 

 私は母と二人。初めて電動車椅子で参加

した。仙台駅で他の参加者達と合流し一路

東京駅に向けて出発した。 

 東京駅で待機してくれた駅員にエレベ

ーターまで誘導されたが、ふと振り向くと

知っている人が誰もいないことに気がつ

き、みんなとはぐれた状態だった。しばら

くして永井さんが来てくれたので安心し

た。 

 横浜方面に乗り換えし、横浜駅でみんな

と合流した。永井さん、佐藤さん、赤間さ

んのおかげで迷うことなく会場の神奈川

県民会館に到着することが出来た。 

 私は本人部会に母と二人で参加した。本

人部会は支援学校の先生が総合司会で始

まった。各県の障がい者が大勢集まり、職

場や学校での困りごとや疑問等を話し合

う場だった。 

 いろんな話は出たけれど、中でも一般企

業で働いている男性は職場で受けた障が

い者差別を熱く語っていた。また脳性マヒ

の大学生は、卒業後の進路について悩んで

いた。特に、移動支援は共通の問題であっ

た。この問題は全肢連に提議された。 

 今回参加して思った事は、障がい者の本

音を直接聞く場としても必要だが、一部の

人だけが、発言させておくのが気になった。

この本人部会で感じた課題を、宮城県で開

催された場合、どうクリアすればいいのか

考えさせられた。 

 

 

特別決議 
松田廣勝 

 第４９回全国肢体不自由児者父母の会

連合会全国大会は、神奈川県立知的障害者
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福祉施設「津久井やまゆり園」で発生した

大量殺人事件（７月２６日未明）の直後で

あり、例年の大会決議に加えて特別決議が

採択されました。 

 

大会決議 

 親と子の高齢化、障害の重度化など家庭

での介護が増大し、地域生活の支援は喫緊

の課題であります。私たちの活動は、障害

を持つ子どもたちが生きがいを持って暮

らせる社会の実現、父母の会の願いである

「親亡き後」の不安解消、地域で安全・安

心に生活できる施策等を構築する活動を

共有し、全国の肢体不自由児者の父母のみ

ならず、福祉関係者の協力を得て、障害児

者のＱＯＬ(生活の質)向上を求め、様々な

課題について協議・検討して成果をあげて

来ました。 

 しかしながら、個々のニーズへの対応は

まだ十分ではありません。 

 ここに、第49回全国肢体不自由児者父母

の会連合会全国大会・第53回関東甲信越肢

体不自由児者父母の会連合会神奈川大会

の名において、次の事項を決議します。 

１、障害児者の日常生活を支える地域医

療の充実 

１、住み慣れた地域で安全・安心に豊か

に生活できる支援拡充 

１、教育現場における、障害児のインク

ルーシブ教育 

１、父母の高齢化、親亡き後の社会的支

援体制の整備促進 

 

特別決議 

 津久井やまゆり園で大きな悲しみに襲

われました。子どもたちは今回の事件で大

きな不安を感じたと同時に、家族・支援者

は、この事件での障害のある方の尊厳が今

なお軽んじられていることに大きな衝撃

を受け、差別や虐待を超越した「障害者な

んていなくてよい」という「優生思想」が

今なお叫ばれたことに戦慄を覚えました。 

 よって、下記の事項を特別決議とします。 

１、このような悲惨な出来事により、障

害者を排除する社会に向かわないよう、

関係者一同、意をひとつにします。 

平成２８年７月３１日 

第４９回全国肢体不自由児者父母

の会連合会全国大会 

第５３回関東甲信越肢体不自由児

者父母の会連合会神奈川大会 
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第３６回全肢連東北地区秋田大会 
 

日   時：平成２８年９月１０日（土）～１１日（日） 
場   所：秋田県 あきた芸術村 温泉ゆぽぽ 
大会テーマ：地域社会で、幸せに暮らしていくためには 

 
 第３６回全肢連東北地区秋田大会が、

「地域社会で、幸せに暮らしていくために

は」を大会テーマに平成２８年９月１０日

（土）～１１日（日）仙北市あきた芸術村

温泉ゆぽぽにおいて開催されました。秋田

大会は「東北地区肢体不自由児・者父母の

会連絡協議会」と「秋田県肢体不自由児・

者父母の会」との共催で行われた。宮城県

肢連からは、２０名の会員が参加しました。 
 全肢連の清水会長からは「障害者総合支

援法」の一部改正が行われた事や「障害者

差別解消法」が平成２８年４月に施行され

法整備は着実に改善しているが、障害者が

地域で幸せに暮らすためには、医療、年金、

暮らす場等が不十分であるなどの挨拶が

ありました。上野事務局長からは、平成２

７年度全肢連が実施した各種事業や福祉

活動を中心に基調報告が行われた。 
 次に「温故知新」の演題で社会福祉法人

秋田希望会理事長、菅原三朗氏から講演が

ありました。内容は、これまでの肢体不自

由児・者父母の会の歴史そのもので障害

児・者の医療や教育の充実や働く場の確保、

今後の障害者福祉への考え方など広範囲

にお話をされていました。先人の父母の会

の方々は情熱を持って子供（障害児・者）

のために活動を行ってきたことを感じま

した。 
 次に「相談事業と相談支援専門員の活用

について」の演題で社会福祉法人秋田育明

会 竹生寮 相談支援専門員齋藤雅和氏

から講演がありました。各地域や各市町村

に法律に基づき相談所が設置され、相談専

門員も配置になると思いますが、障害児・

者理解や人材不足や地域での障害者のニ

ーズに応える福祉サービスが実施できる

かどうか、諸課題はあると感じましたが地

域で生活している障害児・者は個人の悩み

や制度の相談などがあれば、積極的に相談

所相談支援専門員を活用することが大事

であると思いました。 
川名 敏也記 

 
 
第３６回東北地区秋田大会に参加して 

赤間 邦夫 
 平成２８年９月１０日（土）～１１日

（日）秋田県田沢湖あきた芸術村（わらび

座）温泉ゆぽぽを会場に東北各県から（宮

城県肢連から１８人含む）多くの会員の皆

様が参加して、今回の大会テーマ「地域社

会で、幸せに暮らしていくために」を柱に

開催されました。大会セレモニー後に、シ

ンポジウム「相談支援事業と相談支援専門

員の活用について」支援専門員の斉藤 正

和さんより実践的なお話を頂きました。 
 障害者基本法「差別の禁止」が新設され、

合理的配慮を踏まえ、障害者の生活を支援

する「相談支援」を求める場合の支援体制

と支援の求め方等を資料とパネルでのお

話がありました。身近な問題だけに有意義

なお話でした。 
 各県の皆さんと情報交換会で楽しく交

流し遅い時間まで盛り上がり大会が終了

しました。 
 翌日は帰路の途中に角館武家屋敷に立

ち寄り、当時の屋敷や待ち割りを散策した

後、小岩井農場で昼食とテーマパーク広場

を堪能してきました。 
 お土産も沢山買い込んできました。大会

に参加頂きました皆様に感謝を申し上げ

ます。 
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東北ブロック指導者育成セミナー 
 

日   時：平成２８年６月１８日(土)～１９日(日) 

会   場：岩手県八幡平市「いこいの村岩手」 

 

 全肢連主催の公益財団法人ＪＫＡ(競輪

公益資金による補助事業)「東北ブロック指

導者育成セミナー」が、平成２８年６月１

８日(土)～１９日(日)の両日、岩手県八幡

平市「いこいの村岩手」で、山形県を除く

５県から２７人が参加して開催されました。

宮城県肢連からは５人が参加しました。 

 セミナーは、各自治体が災害対策基本法

に基づき定めている「地域防災計画」を知

り、全国で先駆的に行われている障害者を

はじめとする、避難行動要支援者に対する

防災訓練の様子や各地の先進的取り組み

を学び、障害者に対する合理的配慮を伴っ

た防災計画にしていくことを目指して開

催されました。 

 セミナーは、全肢連事務局、岩手県肢連

のあいさつに続き、「肢体不自由児者に対

する合理的配慮に基づく防災・減災の取り

組み」と題して、ＡＤＲＡ(アドラ)ジャパ

ンの防災士・渡辺日出夫氏を講師に講演が

ありました。 

 ＡＤＲＡは米国に本部を置き世界１２

０カ国に支部を持つＮＰＯ法人で、１９８

５年に設立、国連などと協働して活動する

国際協力団体(ＮＧＯ)です。 

 講師の渡辺氏は、宮城県山元町福祉協議

会「山元復興応援センター」のアドバイザ

ーなど、全国の防災関係にたずさわってい

ます。 

 講演は、災害対策基本法や基本法に基づ

き作成される地域防災計画について説明

があった後、東日本大震災の被害写真を写

しながら、災害発生から避難所での生活の

実態を時系列に解説し、防災・減災の基本

は自助、近所共助、公助の３助だと結びま

した。 

 講演の後は、グループ討議に移り、講演

を聞いての感想や大震災の経験などを発

表し合いました。 

 ２日目は、もりおか女性センターの防災

出前講座「命と暮らしを守る避難所」と題

して、大規模災害時の被災の実態や避難生

活者、特に要支援者の実態等を学びました。

また、災害時に役立つ携帯トイレなど便利

グッズの紹介もありました。 

 東日本大震災を経験していながら、非常

時に対する備えが不十分であることを、あ

らためて痛感させられました。 

永井 一男記 

 

 

地域指導者セミナーに参加してのメモより 

入間川喜代 

 以前、二本松市岳温泉で行われたセミナ

ーに出席した、当時のメモが出てきて知ら

なかった事の多さが思い出されました。会

長が、事務局に提出された原稿とは違って、

雑談で講師が言われた話です。 

 私は後見人制度とは、親亡き後の財産分

割に障害者も平等に基づいて手伝ってく

れる人かと思っていました。言葉として知

っていた禁治産に、重度障害者も該当して

いたそうですから、でも現在では、衣食住

で使われるお金を払ってする事のすべて

が、生きてゆく人としての契約だそうで、

それの出来ない人をサポートするのが後

見人と聞かされました。 

 そして、判断能力が衰えた高齢者にも、

後見人の必要が明記されているそうです。

より以上驚いたのは、生まれた子供を育て

る事が、生前贈与に該当すると聞かされた

事でした。 

 昔は資産家と言われた我が家でしたが、

親から何一つ貰った物とてない、私達兄妹

だと思っていましたが、戦前戦後を通して、

物資の乏しい時代に、五人の子供を抱えた

両親は、どんなに苦労をなさった事かと思

うと、確かに生前贈与を受けたと、今更な

がら思いますし、親の倍も生かされている

我が身を感無量の思いで、涙がこぼれます。 
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さわやかレクリェーション 
 

今年度は芋煮会と防災訓練を実施しました。 

 

 

秋保で芋煮会 
 

日時：平成２８年１０月２２日（土） 

場所：仙台市天文台、秋保森林スポーツ公園、秋保工芸の里、アグリエの森 

 

 平成２８年度の全肢連療育事業、さわや

かレクリェーションは、仙台市天文台でプ

ラネタリウム等の見学、秋保森林スポーツ

公園で芋煮会、秋保工芸の里で工房の見学、

アグリエの森では地場産品の買い物等を

実施いたしました。天候にも恵まれて参加

者は３８名、今年も東北福祉大学の学生さ

ん２名がボランティアとして同行してい

ただきました。交通手段として仙台自立の

家様よりリフト付きバス、ワゴン車をお借

りしたので、車イスでの参加者もスムーズ

に昇降が出来、負担も少なく移動すること

が出来たと思います。 

 天文台のプラネタリウム見学では、１回

目の上映でお客様も少なく、８名の車イス

の方々は別の入口からの入場でした。係員

から説明を受けながら秋の仙台の星空を

満喫し、忘れていた星座を思い出しました。 

 秋保森林スポーツ公園での昼食を兼ね

た芋煮会では、山形風醤油味、宮城風みそ
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味の二種類を２０人分ずつ用意しました。

誰ともなく竃に火をつける人、鍋の準備を

する人、漬け物を切る人、盛り付ける人と

めいめいに率先して動いて頂きました。こ

れも皆様方の繋がり、絆を感じたところで

す。みんなで作った芋煮はとても美味しく

特に山形風の醤油味が大人気で、初めて食

べたという声も聞こえて来ました。 

 秋保工芸の里では、各工房の工人達の凄

技を見学して来ました。どの工房も目を見

張るものがあり、長年の経験が素晴らしい

作品に繋がるものだと感心しました。仙台

箪笥ではお箸の塗り体験、江戸独楽ではコ

マの絵づけ体験、染織では、ハンカチーフ

の藍染体験などがあり、時間がある時には

何れかを体験してみたいと思いました。 

 最後はアグリエの森で地場産品の買い

物をしました。土曜日の午後という事もあ

り、家族連れなどで駐車場もいっぱいで、

車イスを押しながら店内を見て廻りまし

たが、行き交うのも大変なほど混んでいま

した。朝採れたて新鮮野菜、漬物、切り花、

手作りの小物などがどれもきれいに並ん

でいてどれを籠に入れるか迷うほどでし

た。この場所で解散となり、仙台駅行、啓

生園行と別れレクリェーション終了とな

りました。今年度も執行部でいろいろ案を

練りますので是非ご参加下さいますよう

お願いいたします。     （下 山） 

 

さわやかレクリェーション「芋煮会」に参

加して 

永井 一男 

 今年の「さわやかレク」は芋煮会と決め、

雨天の場合に備え屋根付きの「秋保リゾー

ト森林スポーツ公園」で実施することにし

た。屋根があるとはいえ雨では楽しさも半

減してしまう。当日の天候が何よりも気に

なっていたが、朝から秋晴れ、前日の強風

も収まり穏やかな絶好の行楽日和である。 

 参加者は前年を上回る３８人。啓生園か

らワゴン車２台と仙台駅からバスにそれ

ぞれ分乗して、まずは仙台市天文台へと向

かう。 

 天文台では展示室を見学した後プラネ

タリウムへ。「今夜の星空散歩」と題して、

当日の夕暮れから明日の明け方までの星

空を天文台のスタッフが生解説で、幻想的
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な宇宙空間へと誘ってくれる。１０億個の

星があるという映像に驚きと感動を覚え

る。 

 天文台を後にして、いよいよメーンの芋

煮会会場へ向かう。すでに多くの団体客で

賑わい、芋煮やバーベキューの匂いが立ち

込めている。 

 芋煮会は、東北地方で行われる季節行事

で、秋にその年の収穫を祝って河原など屋

外にグループ毎に集まり、里芋を使った鍋

料理を作って食べる行事である。秋の風物

詩としてすっかり定着している。地方によ

って食材に違いがあるようだが、大きくは

宮城風と山形風がある。宮城は豚肉で味噌

味なのに対して山形は牛肉で醤油味だ。今

回は両方を味わうことにした。大なべが２

つ用意され、早速料理に取り掛かる。ちょ

うど昼時で方々からの匂いにも誘われ腹

の虫が騒ぐ。おおよそ３０分ほどで芋煮が

出来上がり、おにぎりと共に頬張る。大き

な鍋２つは見る見る減って行くものの食

べきれず残ってしまう。 

 満腹になったところで、次の見学地「秋

保工芸の里」へ。古くから受け継がれてき

た伝統工芸の職人たちが、秋保の自然と共

にこの里で暮らしながら、伝統を伝えたい

と励んでいる。染物工房、こけし工房、埋

もれ木、木地玩具、仙台箪笥、茶器、自然

木加工など９つの工房が並ぶ。しばしの時

間近代から離れつつある伝統工芸品に浸

る。 

 １日の締めくくりは宮城県で最大級の

純木造建築と言われる「秋保ヴィレッヂ・

アグリエの森」に立ち寄り、新鮮な野菜を

中心にした直売所での買い物を楽しむ。 

 帰りの車中で誰からともなく「天気に恵

まれ、楽しい一日だった」「普段できない

経験をした」「近くに居ても工芸の里は初

めて、よかった」などの声が聞こえてくる。

企画した１人としてこの上ない喜びであ

る。来年はどんな「さわやかレク」にしょ

うか。参加者の声に励まされ来年のことを

考えながらの帰路であった。 

 最後に、今年もボランティアとしてお手

伝いいただいた、東北福祉大の伊藤さんと

鈴木さん、そして、いつも車をお借りさせ

てもらっている仙台自立の家、運転を引き

受けてもらった佐藤副会長と赤間副会長、
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そして自らの車と運転を引き受けてくだ

さった下山事務局員のご主人に、心から感

謝申し上げたいと思う。 

 

 

秋保で芋煮会 

赤間 邦夫 

 ふと“宙
そら

“を見上げたくなる楽しい「さ

わやかレクリェーション」に参加できうれ

しく思います。紅葉が始まり食欲の秋に野

外施設で美味しい芋煮鍋を皆で囲み（みそ

味の宮城風・しょう油味の山形風）味比べ

しながら２杯３杯と汗を流し食べました。

秋の醍醐味です。うめ～なァ～！ 

 天文台で秋の星座を教えてもらい良か

ったです。秋の夜長を楽しめます。更に地

球の公転時速や自転周期・傾斜角度など久

しぶり理科の勉強をしました。 

 役員の皆様ありがとうございました。ま

た、楽しいレクリェーションお願いします。

楽しかったなァ～。買い物もいっぱァ～い

した。袋が重いな！ 

 

 

さわやかレクリェーションに参加して 

佐藤 征機 

 平成２８年１０月２２日天文台を見学

し秋保スポーツ公園で芋煮会をしました。

天文台では、プラネタリウムを見学して来

ました。星座は、星空を八十八の区域に分

けてそれぞれの区域に名前をつけたのが

星座だそうです。少しの間未知の世界に連

れて行かれた気分になりました。とても綺

麗な星でした。天文台を後にして芋煮会の

公園へとバスを走らせました。公園では、

子供達と一緒に家族、参加者、ボランティ

アも参加して、野菜を切ったり、火おこし

をしたりして芋煮を一緒に食べて楽しみ

ました。 

 子供達は、普段家庭や施設以外での人と

の関わりが少ない中、人とのコミュニケー

ションを会員家族相互の交流を通じ今後

の会に役立つようにしたいものですね。こ

れからも、イベントを楽しみにしている障

害者と家族がもっと多くの人が参加して

いただく企画を皆さんと考えて行きたい

のでよろしくご協力をお願いいたします。 
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さわやかレクリェーションに参加して 

野家 志津子 

 私は、初めての参加でした。当日は少し

緊張して集合場所に行きましたら、同じ施

設の方々がすでにバスに乗車してました

ので、何だか安心しました。挨拶もそこそ

こに近況報告からおしゃべりに夢中にな

りました。 

 盛り沢山の行程。一番先は、「仙台市天

文台」でプラネタリウムを観ました。初め

ての方が多かったようですが、私は天文台

が今の場所に移転してから数回観ていま

す。観たあとは不思議と心が和むような、

身体が軽くなったような感じがするので

好きな場所です。 

 次は、「秋保スポーツ公園」でいも煮会

です。材料が全て用意されていて、煮方を

担当された方も手際が良くて、私は少しお

手伝いしただけでした。いも煮は、山形の

醤油味と宮城の味噌味の二種類で、山形鍋

が人気がありましたが、私は宮城鍋が美味

しかったです。ただゴボウが入ってないの

は残念でした。予約してあったテーブル席

で、緑に囲まれて食べたいも煮は最高でし

た。 

 その後、「秋保工芸の里」で使い勝手が

良さそうな「菜箸」を、「アグリエの森」

では新鮮で安価な野菜を買いました。 

 とても和気あいあいとした楽しい一日

でした。事務局の方々には、念入りな下見

やいろいろ準備をしていただき本当にお

世話になりました。有難うございました。 

☆尚、私が一番心配していたこと 

 私は車イスの方と同行したことがあり

ません。バスの乗り降りやバリアフリー化

されていない所での移動のことでした。

「大変なのでは？」と考えていました。皆

さんがスムーズにサポートしている姿に

とても驚き、申し訳ないことを考えていた

ものだと深く反省しました。 

 

 

さわやかレクリェーションに参加して 

阿部真由美 

 私は今年の１０月２２日の芋煮会をと

ても楽しみにしていました。この日はとて

も天気も良くて、最初に行った天文台では、

プラネタリウムを見てとても綺麗なとこ
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ろで広いところだと思いました。秋保森林

スポーツ公園での芋煮会では、おかわりを

３杯もしました。自然の中で食べた芋煮は

とても美味しかったです。また来年もこう

いう機会があったら参加したいと思いま

す。 

 スタッフのみなさまお疲れ様でした。 

 

 

 

 

さわやかレクリェーションに参加して 

阿部四美男 

 私はこのさわやかレクリェーションに

参加して、とても楽しみにしていたことは、

秋保での芋煮会でした。芋煮は、山形県の

醤油味、宮城県の味噌味のがあっておかわ

りを３杯もしてしまいとても美味しかっ

たです。また来年も行きたいです。 

 スタッフの皆様お疲れ様でした、とても

楽しい一日でした。 
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防災訓練 
 

日時：平成２８年１１月２５日（金） 

場所：仙台自立の家 

 

 平成２８年１１月２５日（金）、真冬並

みの寒さの中で、仙台自立の家と合同で防

災訓練を行いました。 

 厨房付近から火災発生、初期消火に務め

るも失敗、屋外への避難、点呼、火勢が増

したことを想定しての近所の公園への避

難、消火器使用訓練、防災意識を高める講

話、ダンボールを使ったベッドや仕切りの

製作、炊き出しと盛り沢山な内容でした。

発煙筒からの煙は、本物の煙はもっと凄い

のだろうと想像させるものでした。 

 各自の作業場所から、まず敷地内の屋外

に、さらには近所の公園に避難する訓練は、

いざという時、パニックにならないように

するため、極めて有益だろうと思います。 

 講話では、煙の移動速度は水平方向はさ

ほどではないのでそれより早く逃げるこ

とは可能だが、垂直方向には非常に早いの

でそれより早く逃げることは不可能、有毒
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ガスを含んでいる可能性があるので、煙を

吸い込まないよう、タオルなどで口と鼻を

覆い、姿勢を低くして避難するのが良い、

といったことを聞くことができました。 

 火事や地震といった災害時には食料の

確保や寒さ対策などが必要ですが、炊き出

し訓練やダンボールを使ったベッドや仕

切りの製作は、こういった対策に慣れてお

くために役立つと思います。 

 最後には炊き出しで作られたおにぎり

と豚汁をおいしく頂きました。 

 日頃の訓練が、いざという時に役に立ち、

減災につながればと思います。 

松田廣勝記 

 

防災避難訓練の感想 

仙台自立の家 施設長  渡部 馥 

 今年は熊本や鳥取で大きな地震が発生

したうえに、１１月２２日早朝に今度は福

島県沖を震源とする地震が発生し、仙台市

でも大きな揺れに襲われた。幸い本施設並

びに利用者の家族に被害はなかったが、突

然の大きな揺れに改めて災害の怖さを感

じた利用者も多かった。このような状況下

のもと、時節柄、今回は災害を想定した訓

練であったが、自分の命を守る上でふだん

から心がけておかなければならないこと

を様々な体験を通して見につけたのでは
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ないかと思われる。 

 ２時間にわたる主な訓練の内容は、火災

時に煙に巻き込まれないで外部に避難す

る、消化器による初期消火の仕方、段ボー

ルなどを用いた避難所の設営方法、講話に

よる火災予防に関する知識の習得、保護者

たちを中心とした緊急時の炊き出し訓練

などであった。 

 今後の課題とつぎのようなことがあげ

られる。 

①自力移動が困難な利用者をいかにいち

早く安全な場所に移動させるか。とり

わけ自力歩行の難しい利用者が年々増

えてきている状況を踏まえた取り組み

が喫緊の課題である。 

②「だれかきて」「たすけて」「火事だ」

など自分の身を守るための声が低くて

周囲に聞こえない。災害時における利

用者の声出しを訓練しておく必要があ

る。 

 今回の訓練の目的の一つは炊き出し訓

練である。本施設では、地域にある福祉施

設として、大災害に備えて自主的に防災倉

庫を設置し、福祉緊急避難所としての役割

が担えるように務めている。保護者らの手

際のよさで初期の目的を達成することが

出来た。食料、鍋、かまなどを常時備えて

いるので、地域住民の安心安全につながる

のではないかと思われる。 
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仙台市障害企画課・支援課との懇談会 
 

 恒例となりました仙台肢会と仙台市障害企画課並びに支援課との懇談会は、平成２９年

３月１４日(火)仙台肢会から佐藤征機会長はじめ５人が仙台市を訪れ開催されました。 

 仙台市からは、高橋洋子企画課長、小野幸治支援課長ほか３人が出席しました。 

 懇談会は、出席者の紹介の後、仙台肢会から予め提出した質問についての回答を受けた

ほか、出席者からそれぞれ質問や意見を出し合い、ざっくばらんな懇談会となりました。 

 以下、主な内容をご紹介します。 

(永井一男記) 

 

問 青葉区障害者福祉センターの建設に

ついて 

 東日本大震災で５年ほど中断していた

建設計画も平成２８年度から再スタート

すると昨年の懇談会で聞きました。その

後の進捗状況はいかがでしょうか。 
 

市 昨年お話しした通り、平成２８年度は

建設予定地である旭ヶ丘の地盤再調査

を実施しました。その結果、地中に廃棄

物が埋設されているなど軟弱な地盤で

あることが判明しました。従って、予定

地近隣の候補地も含め平成２９年度中

に場所を確定させるべく検討中です。平

成３０年度に基本設計に入る予定です。 

 要望のあった障害者送迎バスの乗降所

については、朝夕の渋滞緩和策を考慮し

ながら検討して参りたいと考えています。 

 

問 車椅子でのタクシー利用について 

 タクシー予約に際し「電動車椅子もあ

るので若い運転手さんをお願いします。」

と言って予約しました。タクシーは配車

されたのですが、運転手はお年寄りで「車

椅子が重過ぎる、腰も痛い」などと断ら

れました。これって「合理的配慮」に欠

けると思います。タクシー協会などに対

し行政指導はお願いできないでしょうか。 
 

市 この事例は、いつ何処であったことで

しょうか。いつ、どこで、どこのタクシ

ー会社の運転手の名前は誰でなど、具体

的に示さないとなかなか解決できない

のが現状です。問題発生したらなるべく

早く、個別具体的に対応しないと解決し

ません。 

 各区役所に相談窓口を開設しています

ので、是非ご利用ください。 

 

問 障害者差別解消条例施行後の相談窓

口に寄せられた事例について 

 障害者差別解消条例が平成２８年４月

に施行されました。「差別をしてはならな

い」と言うのは当然です。もう一つ「合

理的配慮をしなければならない」とも言

っています。私たちは、「合理的配慮」が

あれば障害児者の生活は格段に改善され、

結果として共生社会の実現につながると

考えています。条例施行後どんな相談あ

るいは苦情が寄せられているでしょうか。

また、どのような対応をし、解決したで

しょうか。具体事例があれば教えてくだ

さい。 
 

市 相談窓口に寄せられた相談件数は、条

例施行後の半年で約６０件ございます。 

 特に多いのはタクシーの乗車拒否や飲

食店での車椅子拒否、職場での配慮の欠

如等です。タクシー乗車拒否については、

直接タクシー会社に伝え改善するよう求

めました。飲食店については、アルバイ
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トなどの対応で障害者に対する理解不足

が原因のようです。また、差別解消法を

知らないと言ったことがあると思います。

職場での対応も同じだと思います。従っ

て、これからも差別解消条例の啓発活動

に努めて参りたいと考えています。 

 

 

平成２９年度事業・活動の概要 
 
全肢連関係 

 １．第５０回全肢連全国大会 

    日時：平成２９年９月８日（金）～９日土）、場所：京都市 

 ２．全肢連通常総会（兼全国会長・事務局長会議） 

    日時：平成２９年５月２０日（土）、場所：東京都豊島区 

東北地区関係 

 １．第３７回東北肢体不自由児者父母の会連合会宮城大会 

    日時：平成２９年９月２日（土）～３日（日） 

    場所：宮城郡松島町 ホテル大観荘 

 ２．東北肢体不自由児者父母の会連合会地域指導者育成セミナー 

    日時：平成２９年７月１５日（土）～１６日（日）、場所：青森県 

 ３．東北肢体不自由児者父母の会連合会連絡協議会 

    日時：平成２９年９月２日（土）、場所：宮城郡松島町 ホテル大観荘 

宮城県肢連関係 

 １．第４１回宮城県肢連通常総会 

    日時：平成２８年６月１７日（土）、場所：宮城県障害者福祉センター 

 ２．定例役員会 偶数月 事業実施計画、会報発行、総会開催等の検討・決定 

   監査  一般会計、特別会計監査 

 ３．三役会議 〔会長、副会長、会計〕 

 ４．会員推進 

 ５．さわやかレクリェーションキャンプ（秋のふるさと巡り） 

    日時：平成２９年１０月２８日（土）、場所：仙南方面 

 ６．手足の不自由な子どもを育てる運動・街頭募金活動（宮肢協主催） 

    日時：平成２９年１０月～１１月頃、場所：未定 

 ７．療育キャンプ（きぼっこキャンプ）宮肢協主催 

    日時：平成２９年８月１２日～１９日、場所：大和町升沢森の学び舎 

    日時：平成２年１２月２６日～２８日、場所：宮城県七ツ森希望の家 

 ８．『みやぎアピール大行動２０１７』  

    日時：平成２９年１０月９日（月）体育の日、場所：メディアテークせんだい

 ９．コカ・コーラ自動販売機設置推進 

 10．みやぎアピール実行委員会 

 11．単位会通常総会 

    仙台  平成 ２９年 ５月２７日 仙台自立の家 

    東部  平成 ２９年  月  日 

    仙北  平成 ２９年  月  日 

    仙南  平成 ２９年  月  日 

    石巻  平成 ２９年  月  日 

 12．その他 
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単位会だより 
 

仙台地区 
 

会長 佐藤 征機 
 
 平成２９年５月２７日（土）通常総会を

仙台自立の家で開催します。 

 仙肢会から 第３６回全肢連東北地区

大会・秋田大会には、平成２８年９月１０

日（土）～１１日（日）の２日間、秋田県

田沢湖芸術村わらび座で開催され１８人

（仙台５、宮１３）の会員が参加しました。

帰り、角館町の武家屋敷を見学してきまし

た。其の時代に建立された蔵、母屋は大正

ロマンにあふれる古き良き時代を今に伝

えています。 

 さわやかレクリェーション・キャンプに

は平成２８年１０月２２日、秋保森林自然

スポーツ公園で芋煮会を実施し、３８人

（仙台１８、宮１８、ボラ２）の会員が参

加しました。帰りに、秋保工芸の里と秋保

ヴィレッジを見学してきました。自立の家

からリフト付きバス２台をお借りしまし

たので、参加していただいた方々が「スム

ーズに移動することが出来たので助かり

ました」との声がでていました。 

 自立の家の感謝祭は、平成２８年１０月

８日（土）あいにくの雨になりましたが、

地域の皆様や会員の方々に来ていただき

ました。お手伝いをいただいた方々には雨

降りの中、何事もなく終了することができ

ましたので本当にご苦労様でした。 

 大崎中央公民館祭りには、平成２８年度

（２９年３月）に行うバザーには参加しな

いことにしました。長い間、ご協力をいた

だきまして感謝申し上げます。 

 グループホームについては、運営、建設、

資金等について問題点があり困っており

ます。いろいろと皆様にはご迷惑をお掛け

しますが、これからもよろしくお願いいた

します。 

 

 

東部地区 
 

会長 赤間 邦夫 
 
 平成２８年度総会を平成２８年７月９

日（土）多賀城市レインボー多賀城で開催

し、永井一男会長を講師に『県肢連の現状

と課題』の勉強会と会員の現状について情

報交換会を行いました。 

 会員の皆さんの声は、子ども達の親亡き

後の問題について不安と、自活できる施設

の要望でした。さらに震災後の仮設住宅か

ら住宅再建し、新たな生活が始まり此れま

での大変だった事や親の高齢化での悩み

等多くのお話を戴きました。 

 皆さんと交流する事が出来て良かった

とお話していました。会員の皆さんと一緒

に支え合いながら活動を継続していきま

す。 

 今後とも会員皆様のご支援とご協力を

よろしくお願いします。 

 

 

県北地区 
 

会長 川名 敏也 
 
 昨年県北の各市町村が立案した障害者

計画が実施の段階になってきましたが重

度障害児・者の為の支援や福祉サービス事

業が開始されたのか今後開始されるのか

関心を持って注視して行かなければと考

えています。 

 県北地区の各市町村で生活している肢

体不自由児者の人数が少ない為に福祉サ

ービスが実施されないことが考えられま

す。地域で障害者が生活できるように生活

環境の整備を進ませていただきたいと思

います。 

 次に会員の皆様ご承知とは存じますが

昨年神奈川県相模原市の障害者施設で大

変痛ましい事件がありました。私自身この

ニュースを聞いて不安感に襲われました。

県北地区の会員の子供の方々の多くは入

所施設に入居しているので各施設の緊急

の際の通報体制は整っているのか防災体

制は整っているのか各会員が子供さんが

入居している各施設に聞いてみると共に

常に会全体として勉強していかなければ

ならないと思いました。 
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会員だより 
 

・・１日、１日が・・ 
 

岩崎 志郎 
 
 県肢連にお世話になり大役を引退して
早くも２年となりました。本当に有難うご
ざいました。時の過ぎ去る１日、１日が早
すぎて今日やらなければならない事柄等
追いつかず、遅れをとる毎日です。・・こ
れも年齢によるものでしょうか？ 
 最近、足腰・膝・肩の痛みが大きく、立
ち上がりや歩行するにも思う様にいきま
せん。又、耳の聞こえも悪くなり両耳に補
聴器をつけ始めました。緑内障からくる視
力の低下・視野の狭さ、車の運転には十二
分以上の注意をはらい、病院は内科・眼
科・整形外科・皮膚科へと毎週通院の日々
です。２回の胃潰瘍の経験から、３月頃か
ら同じ痛みがあり検査したところ全く異
常なしとの事でした。医師曰く「家庭内で
何らかのストレスからではないか？」・・・
うなずいてしまいました。 
 年齢からくる身体の衰え、多種多様の面
からのストレス、初めて意識した今日この
頃です。息子も啓生園に入所して４年目に
なりました。月２回の通院に１日でも長く
元気で頑張りたいものです。共に高齢とな
る会員の皆々様元気で頑張りましよう。 
 
 
「親亡き後」から「親がいても」へ 

 

金子 武次郎 
 
 「親亡き後も子供らが普通の生活を出来
るような社会に」は父母の会発足以来半世
紀にわたる会員の念願であり合い言葉で
ある。ところが近年の急速な超高齢化時代
の訪れは、この合い言葉では対処できない
ほど父母の会を取り巻く環境が急変しつ
つあることを私は大会で会報で訴えてき
た。つまり会員そのものの高齢化問題であ
る。そもそも父母の会は会員が生きている
内は肢体不自由児・者の生活を助け、会員
が亡くなっても肢体不自由児・者が不自由
なこと無く生活をできるように活動をす
ることにあったが、超高齢化時代は其れを
ゆるさなくなってきたと言うことである。 
 以下私事に関することであるが、ここ数
年に渡る私を取り巻く状況の経緯につい
て記すことにより会員の皆様の参考に供

したい。 
 私が脚の衰えを感じるようになったの
は全肢連全国大会･宮城大会の数年前から
である。そして全国大会では満足なお手伝
いもできない状態になっていた。大会は無
事に終わったが毎年やっていた前立腺癌
のＰＳＡ検査を２年ほどしていなかった
ので検査を受けたら要精密検査の値を遙
かに超えていたのには驚いた。（これにつ
いては別の機会に）。同時に体力、特に歩
く力が弱ってきたので仙台市のチラシを
見てマルバツの記入をして送ったら思い
かけず包括センターからケアマネージャ
ーが訪れた。マネジャーの質問に答え、要
支援１に相当すると判定された後、仙台市
の調査センターから調査員が訪れ色々な
項目についてチェックを受けた結果、要支
援１と判定されたので、週一回デイサービ
スセンター（青葉区旭ヶ丘・ポラリス）で
軽い筋力回復を目指したリハビリ訓練を
受けることになった。しかしながら体力の
衰えは進み、要支援２から今年の初めには
要介護２となった。日常生活で最も注意し
ていたのは転ばないことであったが、今年
になってから３度（内一回は風呂場で）転
んだ。幸い骨に異常は無かったが、想わぬ
私の気の緩みから腰椎の圧迫骨折にみま
われることになった。最近は洋服を着替え
るときも注意をはらい、腰掛けてズボンを
履き靴下を履くようにしてきたが、この日
は身体の調子が良かったので壁により掛
かり立ったままでズボンを履き左の靴下
を履き最後に右の靴下を履こうとしたら
突然腰に今まで経験したことの無い激痛
が走りその場にかがみ込んで動けなくな
ってしまった。介護タクシーを頼み車椅子
に乗せられて白木原クリニックへ運ばれ、
Ｘ線検査を受けたが結果は骨折はなかっ
たという診断であった。然し二週間経って
も痛みが衰えないので再度Ｘ線検査をし
たところ第二腰椎の圧迫骨折であると診
断された。全治三ヶ月と診断され、ギブス
を付けられた生活が始まった。このように
簡単に骨折が起きることなど思いもよら
なかったが、骨密度を測定したら通常の密
度より低いことが分かった。現在、週一度
白木原クリニックで診察とリハビリを受
け、家の中では歩行器を頼り生活している
ので、必然的にこれまで日常的に私がやっ
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てきたことのかなりのことが出来なくな
った。誰が其れを引き受けるか？ 家内と
娘（みゆき・身障手帳２級）しかない。な
んとこれまで私が様々な日常生活上で手
助けをしてきた娘の手助けを受けなけれ
ば出来なくなってしまったのである。家内
も８０を超え、腰痛で整形外科に通ってい
るのにも拘わらず、月６回の私の通院の付
き添いもしており、一番大変なのは家内で
あり、このままでは身体が保たないのでは
ないかと心配している。我が家はまさに火
宅の状態である。 
 私はこれまで会員が亡くならくても後
期高齢となればさまざまな問題が起きて
くることを、法律の面からいろいろと書い
てきましたが、会員皆様からの反応は殆ど
ありませんでした。今回は私が突きあたっ
た事例を書くことによって、そんな事なら
私もと言う会員が現れるのではないかと
思い、あえて書いてみました。特に、普段
父母の会の行事（大会やレクリエーション
など）に参加されていない会員の方々の声
が聞ければいいなと思いました。その時点
でまた改めて介護保険法、後期高齢医療法、
種々の障害者法の問題点を皆さんと共に
考えてみたいと思っています。皆さんの近
況や問題点を聞くまたは集めることにつ
いては会の執行部でご検討頂ければと思
っておりますので、ご面倒でも宜しくご高
配のほどお願い申し上げます。 
 
 

初のメール操作講習会 
 

永井 一男 
 
 「パソコンや携帯電話を持っていてもメ
ール操作が分からず、ワープロでの文書作
成や電話としての機能しか利用していな
い」そんな人を対象にして、県肢連として
は初めてのメール操作講習会を開催しま
した。 
 講習会は、昨年１２月３日（土）、秋保
温泉・ホテル蘭亭で開かれた役員会の終了
後に松田廣勝副会長を講師に、メールの作
成から相手への送信方法や相手から送ら
れたメールの受信の仕方について学びま
した。 
 近年は、若い人を中心に手紙からメール
によるコミュニケーションが主流となっ
ています。パソコンや携帯電話の普及がそ
の理由と言えますが、郵便に比べて早いこ

とや料金的にも格安であることも大きな
理由だと思います。６年前の大震災時には、
電話通信が大混乱し、なかなか通じないと
いった問題が起きました。あの時でもメー
ルの送受信は、さほどの混乱もなく安否確
認の手段として大きな役割を果たしまし
た。現在は、各自治体でも非常時の情報伝
達手段として、メールを活用しています。 
 県肢連では、通信費の削減や双方向性の
コミュニケーションといった観点から、将
来的にはメール化を実現し、ペーパーレス
を図りたいと考えています。講習会はその
一環として実施したもので、必要に応じこ
れからも学習の場を持ちたいと考えてい
ます。皆さんのご意見を是非お聞かせいた
だきたいと存じます。              
 
 

東部地区晩秋の遠足 
 

赤間 邦夫 
 
 平成２８年１１月６日（日）毎年恒例の
レクリエーションを再開しました。今年も、
仙台自立の家のバスをお借りして仙南地
区の散策に出発しました。 
 最初に立ち寄ったのは柴田町の「菊人形
展」です。手の込んだ見応えのある造形菊
にびっくりでした。ゆっくりと展示物を観
ながら楽しんでいました。きれいな場所で
「はァーい・パチリ」。帰りには出店で買
い物で一杯です。 

 昼食は村田道の駅のレストランです。テ
ーブル一杯のお料理で目で楽しみ舌で味
わい食欲の秋をお腹に閉じ込めて、蔵王に
出発です。 
 遠刈田温泉街を通り七日原酪農センタ
ーを見学し、チーズ工場売店広場では秋祭
りが開催されていました。多くのお客様で
混雑していました。皆さんそれぞれのブー
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スを周り買い物や美味しいものを戴き楽

しみました。途中街道脇に出店していたお

店に立ち寄り、蔵王名物「高原大根」の買

い占めです。特に今年は夏の高温と日照り

（水不足）で種まきの遅れと宮城を通過し

岩手に甚大な被害をもたらした台風の影

響で、大根不足ですが物ともせず箱に詰め

込みバスに積んで帰ってきました。 
 なんと凄い買い物ツアーの団体さんの

様に楽しんできました。皆さんお疲れ様で

した。また楽しい遠足を企画します。お楽

しみに。 
 
 

楽しかった福島旅行 
 

青砥 信吾 
 
 啓生園・第二啓生園の秋のレクリェーシ

ョンで、平成２８年１１月１０日（木）～

１１日（金）に２日間の福島旅行に行って

来ました。車イスの生活になってから初め

ての一泊旅行だったのでとても楽しみに

していました。参加者は、全員で５５人位

で、先生、第二啓生園の職員の方たちは、

２０人位だったと思います。二本松のサー

ビスエリアで昼食をとり、ホテルリステル

猪苗代には午後３時頃に着きました。ホテ

ルでは、赤べこの絵づけの体験をしました。

筆を使って白とか黒の絵の具で模様を付

けたり、顔を書いて完成させました。とて

もかわいい赤べこが出来上がり、今は僕の

部屋のベッドの側に置いてます。毎朝起き

た時に、「おはよう、今日も元気です。」と

声をかけています。 
 宴会では、豪華な料理が並びました。お

刺身、焼き魚、ステーキなど食べきれない

ほどものすごいごちそうでした。いつもは、

行事がある時にしか飲まないのですが、ビ

ールを３杯もおかわりをしました。でも全

然酔わなかったです。ビンゴゲームでは、

弁当箱が当たり、どんぶり代わりにラーメ

ンを入れて食べようと思いました。二次会

は、職員の人と２人でホテルのラーメン屋

に行き、喜多方ラーメンを食べました。夕

食でお腹いっぱいのはずでしたが、ラーメ

ンは別腹で、やっぱり喜多方ラーメンは醤

油ベースです。とても美味しかったです。

ホテルでは５人部屋僕はベッドに寝まし

たが枕が代わったり、ベッドが代わったり

で直ぐには寝つけませんでしたが、いつの

まにか眠ってしまい朝になっていました。 
 次の日は、アサヒビールの福島四季の里

に行きました。昼食を兼ねて生ビールを１

杯飲んできました。前の日に飲んだピール

よりも美味しく感じました。午後は仙台に

戻り、「仙台うみの杜水族館」に行きまし

た。今、話題のツメナシカワウソが大人気

で、人も多くやっと見る事が出来ました。

とてもかわいかったです。約１時間見学し

て啓生園に戻りました。 
 今回の旅行は久し振りだったので、とて

も楽しく１泊ではものたりなく２泊位し

たいと思いました。また行きたいです。 

 
 

みやぎアピール大行動２０１６ 
 
 「活かそう障害者権利条約! 今こそ差別
のない社会の実現を! 」をメーンテーマに
「みやぎアピール大行動２０１６」が２０

１６年１１月３日(日)にエルパーク仙台で
開催されました。 

 みやぎアピール大行動は、障害者自立支

援法の応益負担に対して反対を訴え、１０

年前に開催され、今回は１０回目となる記

念すべき大会となりました。宮城県肢連も

実行委員会に入っています。 
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 大会は、実行委員会を代表して鷲見俊雄

氏のあいさつで始まり、第一部「活かそう

権利条約、今こそ差別のない社会の実現

を」～権利条約を宮城県の隅々に、私たち

１人ひとりに問われること～と題して、自

らが障害を持ちながら NPO 法人・日本障
害者協議会代表を務める藤井克徳氏によ

る講演がありました。 
講演の中で藤井氏は、相模原市の障害者支

援施設での殺傷事件に触れ、露骨な優生思

想や障害者に対する偏見の目はまだまだ

存在するとした上で、障害者権利条約の概

要と本質について説明し、権利条約は素晴

らしいものあり、これを実行力あるものに

するために、繋がる力、伝える力、続ける

力が１人ひとりに問われると訴えました。 
 第二部は、当事者アピールとして、宮城

精神障害者団体連絡会議の佐藤かおりさ

んら９人から体験談がアピールされまし

た。 
 最後に、国に対する要望や宮城県各市町

村に対する要望を採択し、一番町・青葉通

りをアピール行進しました。 
永井 一男記

 
 

仙台自立の家感謝祭 
 
 仙台自立の家の感謝祭が１０月８日に

開催された。昨年も例年通り、蔵王の我妻

さんから里芋、山形の菅野さんからお米、

餅米を仕入れて販売した。準備としてバザ

ー用品の値付け、お米、餅米の袋詰めなど、

自立の家のお母さん達に手伝って頂いた。

当日は、１１時頃より雨天となりましたが、

利用者の方々も自分の担当の売り場で、一

所懸命頑張って販売していました。お母さ

ん達も和気あいあいとしながら販売など

お手伝いいただきました。父母の会で仕入

れたものは完売しましたが、バザー用品は、

格安の値段でしたが売れゆきは、昨年の様

にはいかなかった様でした。 
 イベントとして、仙台青陵中等教育学校

の吹奏楽部の演奏があり、間近で聞き迫力

のある素晴らしい演奏でした。また、日赤

奉仕団によるハンドマッサージもあり、参

加した方は、身体が温かくなり気持ちが良

かったとの事でした。地域の方、さんもく

会の方、後援会、父母の会の方々との交流

もあり、とても嬉しく思いました。収益金

の１４８，８４２円は、自立の家、後援会、

仙肢父母の会で配分しました。皆様からの

善意ある沢山のご支援、ご協力に感謝致し

ます。有難うございました。 
瀧澤 琴子 

感謝祭にて 
今野 得子 

 昨年の１０月８日土曜日に感謝祭が行

われました。始めはまずまずの天気でした

が、生憎も小雨となり一時期少し土砂降り

の雨になりました。バザー用品も急いで自

立の家へ運び込み中での販売となりまし

た。私と瀧澤さん二人でもち米の販売でし

たが、雨のために米袋も少し濡れてしまい

ましたがどうにか完売することが出来ま

した。又、焼きそば、豚汁も人気でした。

皆さんも自分の売り場で一生懸命に声が

けされて販売していました。私も近所のお

友達を誘って自立の家に来てもらい、バザ

ーの品物をたくさん買って頂きました。 
 又、お昼からは青陵中等高等学校の吹奏

楽部の演奏がとても素晴らしく、お友達も

「生の演奏が聞けてとても良かったです」

と褒めて頂き、大満足してくれたようです。

来年もまた来るからね と言ってくださ

りお友達を送りました。 
 皆さんの一人ひとりの頑張りで無事に

感謝祭を終える事が出来たのが何よりで

した。又来年の感謝祭が成功出来ますよう

に 
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特 別 寄 稿 
 

「生きがい」と就労支援  
仙台自立の家前施設長 

渡部 馥  
 障害のある方と

の直接の出会いは、

昭和３６年、気仙

沼市立浦島小学校

で特殊学級担任を

することになった

時です。それ以来、

障害のある児童生

徒の教育に、そし

て、教員退職後の

平成１２年から今年３月まで、仙台自立の

家で障害者就労支援に関わってきました。 
 とりわけ、就労支援に関しては、宮教大

付属養護学校（現特別支援学校）や利府養

護学校（現特別支援学校）に勤務していた

時、高等部生徒の卒業後の進路を確保する

ことの大変さを感じました。進路担当主任

と事業主や施設を訪問して、生徒の職場実

習や就職先を受け入れていただくように

お願いして歩き回りました。また、事業主

等から「生徒さんの仕事の様子を確かめた

いので、実習に付き添っていただきたい」

と言われ、生徒にとって厳しい実習に付き

添ったこともありました。そんなこんなの

困難を乗り越えて生徒の進路先が決まっ

た時は、生徒やその親、担任と共に喜び合

ったことが昨日のことのように思い出さ

れます。 
 また、利府養護学校（特別支援学校）で

は、障害の重い高等部生徒の進路先がいか

に狭いかを、地域の福祉事務所や施設関係

者に実情を理解し、門戸を広げるように協

力していただく必要があると考えました。

そのための一方策として、関係者が一堂に

会する場を設けて協力を要請し、関係者の

ネットワーク構築を図りました。その結果、

学校・地域・福祉事務所・施設等の連携が

図られ、高等部卒業生徒の進路先が広がり、

一定の成果を見ることができました。 
 ところで、今でこそ障害者のための就労

支援施設は多くなりましたが、高等部卒業

生徒の障害の状況や程度が一人一人違う

ので、本人が今通っている施設が、本当に

通いたい施設かということになると問題

があるように思えてなりません。通いたい

施設の選択ができると言っても、その人の

居住地域や施設への通所手段の有無など

で限られがちです。しかし、どこの障害者

施設も、利用者本位の施設運営に努めてい

ることだけは確かです。 
 仙台自立の家は、他の利用者と協調しあ

って、作業活動に携われる方を受け入れて

きました。平成１０年の開所当初は、主に

手足に障害のある身体障害者だけが通所

していましたが、その後本施設に通いたい

という知的障害者、精神障害者、視覚障害

者なども入所し、互いに協力し合って作業

活動に励み今日に至っています。 
 「施設は利用者のためにある」という基

点だけは忘れずに施設運営に当たってき

ました。そうは言っても、「生きがい」「働

きがい」「通いがい」のある就労継続支援

Ｂ型施設の運営は容易ではありませんで

した。時にはマスコミであちらこちらの就

労支援施設の取り組みが、華やかに報じら

れていました。しかし、仙台自立の家は、

入所を希望する障害のある方をほとんど

受け入れ、利用者やその家族の方、職員の

協力と理解のもとに、障害に応じて利用者

が適材適所で働くといった、地道な就労支

援を続けてきました。 
 また、施設は、就労支援に携わる職員の

もとで、利用者が主体的に活動する場であ
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るということを第一義に考えてきました。

就労継続支援Ｂ型施設は、利用者に働いた

報酬として工賃を支給することになって

います。少しでも多くの工賃を支給したい

という願いは大切です。しかし、それ以上

に利用者が「明るく、楽しく、元気に」働

くことがもっと大切です。 
 工賃を増やす努力を国が音頭を取り、工

賃倍増５か年計画のもとに実施してきま

したが、成果は充分にあがりませんでした。

なぜ、成果が上がらなかったかと言えば、

就労継続支援Ｂ型施設には、国が想定した

よりも障害の重い方が多数利用している

ことがその一因です。障害者の就労支援に

あたり、工賃アップ優先の「労働」の考え

方は大切ですが、多様な障害者を抱える施

設にとっては、自己実現意欲を促す「福祉

的就労」のあり方を大切にしていく必要が

あります。 
 １７年間利用者と共に、野菜班、菓子班、

手工芸班、情報班で多種多様な仕事を楽し

くしてきたこと、いろいろな方に出会いな

がら販売活動をしたこと、利用者の皆さん

の健康を願って毎朝体操をしたことなど

すべてが、私のエネルギーとなって働き続

けることができたと自負しています。時に

は口やかましい存在であったかもしれま

せんが・・・・。 
 とにもかくにも、障害の重い人でも、厚

い福祉的就労の支援の手が差し伸べられ

れば、ゆっくりでも確実に自己の潜在能力

を発揮し、施設の一員として作業生産活動

に従事してくれると信じて、１７年の永き

にわたり仙台自立の家に勤務してきまし

た。施設運営にご理解いただき、いつも温

かいご協力とご支援をくださいました関

係者の皆様に心より感謝申し上げます。 
 
 
 

ヨシナリという処は  
仙台自立の家新施設長 

尾暮耕司  
 仙台の八幡町か

ら国見峠を上った

丘陵部一帯は、古

くから吉成（よし

なり）山と呼ばれ

ていました。標高

は２３０メートル。

芋沢街道、根白石

街道など古い街道

が通る静かなとこ

ろでしたが、仙台市に編入され北環状線が

開通してからは一気に宅地造成が進みま

した。森を伐り、沢を埋め、見わたすかぎ

り更地ばかり並ぶ丘になりました。 
 この丘に仙台自立の家は身体障害者通

所授産施設として落成しました。平成１０

年４月のことです。私も縁あって、同年同

月に職員として採用されました。住所は

「吉成台」でしたが、登記簿上の地番に「芋

沢字吉成山」と表記されていたので、事務

関係書類にも何度か「芋沢字吉成山」と書

きました。周囲の更地はしばらくそのまま

で、芒芒とした荒れ地の向こうに透き通る

ほど青い泉ヶ岳がよく見えました。冬、こ

の泉ヶ岳が雪雲に隠れると必ず仙台自立

の家も雪に襲われました。大雪の朝は「こ

こは根白石よりも雪が深いね」などとよく

言われました。お隣の事業所からブルドー

ザーが応援に駆けつけてくれたこともあ

ります。 
 吉成山に通い始めた頃、悩ましかったの

は耳抜けが上手く出来ないことでした。ど

うも標高が高いので下界と気圧がわずか

に違うようです。吉成山に上がる時に内耳

に違和感を覚え、下るときにも内耳に圧迫

感を感じました。ひどい時には帰宅しても

内耳から圧が抜けず、聞こえる音がすべて
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水中のようにくぐもってしまいます。仕事

の悩みと相俟って、すっきりしない夜を何

度も過ごしました。耳抜けが上手にできる

ようになるまでに、約３年もかかりました。 
 事務職から見た仙台自立の家の最大の

危機は、やはり措置費制度の終焉でしょう

か。事業収入が２０～３０％も減少し、こ

のため事業費に占める人件費の割合が一

気に７０％台になりました。経理の仕組み

も改変に次ぐ改変で、うっかり経理ソフト

を買うと数年後には使えなくなる恐れが

ありました。毎日、吉成山へ通いながら

「我々は生き残れるのだろうか」「社会福

祉法人はそんなに問題視される存在なの

か」と煩悶し続けました。その後も「社会

福祉法人の制度改革」と呼ばれる難題に何

度も苦慮し、監査の指摘事項に怯えつつ、

それでもどうにか法人も施設も生き残っ

て来ました。現在も大きな「制度改革」の

うねりに取り囲まれて、たくさんの決断と

行動を求められています。 
 施設全体としての最大の危機は、平成２

３年３月１１日の東日本大震災です。 
 利用者、職員ともに怪我はなかったもの

の、施設は３月末まで閉鎖を余儀なくされ

ました。その間、職員が焼菓子、野菜、ろ

うそくを吉成界隈で売り、地域から喜ばれ

ました。一方で施設は水も電気もガスも止

ったまま。野菜ハウスもポンプが動かず干

上がってしまいました。国見峠から海を見

れば石油コンビナートの黒煙が見えてい

て、坂道をひっきりなしに給水車が走って

いました。吉成界隈で歩いている人は、み

んな何か大きな袋を担いでいて、それは大

抵、水か食料でした。結局、施設の再開は

水道の復旧を待たざるを得ませんでした。 
 震災後、３年間は大阪から支援が入り、

焼き菓子を沢山注文して下さいました。感

謝しても感謝しきれません。 
 平成２９年３月には渡部馥施設長がご

退任となり、職員の業務意識にも変化が求

められました。渡部さんは実に１７年もの

長きにわたり施設長の任に在り、仙台自立

の家を大きく育てて下さいました。退任の

日には、大泣きする利用者さんも居て、や

や騒然としましたが、渡部さんは花束を片

手に爽やかに手を振って行かれました。 
 施設長の後任には、私、尾暮が就任いた

しました。何分力不足ではありますが、精

一杯がんばりますので、ご指導ご鞭撻を賜

りたく存じます。施設長になって施設の見

方は変わりましたが、吉成山へ通う路は変

わりません。これからもあれこれ思い悩み

ながら坂を上り続けることでしょう。 
 来年は仙台自立の家設立２０年の節目

となります。もう２０年か、という感があ

ります。この２０年で吉成山には大型店舗

が並び、空き地は住宅地になりました。こ

こも今では少子高齢化が課題となりつつ

あります。そのような地域と寄り添いなが

ら、また地域から何かと声を掛けてもらえ

るような施設でありたいと考えておりま

す。 
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会 長 日 誌 
 

仙台市肢体不自由児者父母の会 
 

会長 佐藤 征機 
 

 今年も、役員さん

からは、会議、会の

運営、バザーの準備、

野菜の収穫、祭りの

準備などいろいろと

ご協力をいただきま

してありがとうございます。 

 グループホーム委員会グループホーム

建設については、資金の裏付けがない、法

人格を持っていない等の状況なので大変

難しいものと思われます。別に、新井コレ

クティヴハウス建設準備委員会の方にも

参加しており情報を集めております。平成

２９年２月５日と３月２６日の２回打ち

合わせ会に参加してきました。 

 恒例となりました仙台市健康福祉部障

害福祉課、支援課との打ち合わせは、平成

２９年３月１４日に開かれました。仙肢会

からは、佐藤（私）、永井副会長、入間川

副会長、野家幹事、工藤幹事の５人が出席

し、仙台市からは、高橋洋子障害企画課長、

小野幸治障害者支援課長ほか３人が出席

して開かれました。この内容については、

別紙で報告したいと思っています。 

 これからも、いろいろとご迷惑をお掛け

致しますが、ご協力のほどよろしくお願い

いたします。会員の皆様にいろいろの情報

をお伝えしたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県肢体不自由児者父母の会連合会 
 

会長 永井 一男 
 

 昨年４月「障

害者差別解消

法」が施行され

ました。一つは、

「障害があるこ

とを理由に差別

的取扱いをして

はならない」としています。これは憲法で

保障された当たり前のことを言っている

と思います。もう一つは、「合理的配慮を

しなければならない」と言うことです。私

は、この「合理的配慮」の考え方は、障害

者にとって画期的なことだと思っていま

す。なぜならば、合理的配慮が行き届けば

障害者の生活は一段と改善され、住みよい

地域・社会の実現につながると確信できる

からです。そのためには、障害者自らは勿

論、家族や関係団体も声を上げて行かなけ

ればならないのは言うまでもありません。 

 昨年は、差別解消法が多くの市民に理解

され、合理的配慮の実現に向けてのスター

トの年でもありました。 

 ７月には、相模原市の障害者施設で１９

人が刺殺され２７人が負傷する事件が起

きました。「障害者差別解消法」を真っ向

から否定する事件で、大きなショックを受

けました。「障害者は死んだ方が良い」と

言う加害者の考え方は、正に命に優劣があ

るとする優生思想そのものであります。事

件後のネット上には、加害者に同調する意

見も投稿されたそうです。障害者に対する

偏見の目は今なお根強く存在しています。

また、障害者の安全対策の名のもとに、再

び隔離社会に戻るのではないか懸念され

ます。更には、子どもが障害者であること

を知られたくない、隠しておきたい、と思
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う親心は分からないでもありませんが、殺

害された１９人の氏名を非公開とし、匿名

報道された背景等々多くの問題を提起し

ました。 

------------------------------------- 

 さて、平成２８年度の県肢連行事は、東

北ブロック指導者育成セミナーが６月１

８日、１９日の両日、岩手県八幡平市での

開催から始まりました。セミナーには宮城

県肢連から５人が参加し、防災・減災につ

いて学びました。 

 7 月３０日、３１日には、第４９回全肢

連全国大会が横浜市で開催され、宮城県肢

からはこれまでにない１３人が参加し、２

年連続不参加の汚名を返上しました。 

 ９月１０日、１１日には、東北ブロック

秋田大会が田沢湖・芸術村わらび座で開か

れました。今年９月に宮城県で東北ブロッ

ク大会が開かれると言うこともあって、多

くの会員に参加を呼び掛けたところ、１８

人が参加してくれました。 

 恒例のさわやかレクリェーションは、秋

晴れに恵まれた１０月２２日、前年を上回

る３８人が参加し、仙台市気象台を見学し

た後、秋保森林スポーツ公園で芋煮会を実

施しました。 

 また、仙台自立の家との合同防災訓練を

１１月１１日に実施しました。その他、宮

城県肢体不自由児協会主催の街頭募金活

動に、子どもさん９人を含む２１人が参加

したほか、みやぎアピール大行動には実行

委員としても参加しました。 

 長年続いた古川公民館祭りへの参加は、

所期の目的を果たしたのではないか。毎年

参加者が同じであり、また、高齢化が進む

など負担が大きい、ことなどから２９年か

ら中止することにしました。これまでのご

協力に感謝申し上げます。 

 このほか全肢連総会、東北ブロック連絡

協議会等にも出席しました。 

------------------------------------- 

 平成２９年度は「障害者差別解消法」施

行２年目になります。どんな些細なことで

も困っていることを訴え、住みよい地域の

実現に向けて取り組んで参りたいと思い

ます。 

 ９月には「東北ブロック宮城大会」が松

島・ホテル大観荘を会場に、「障害者が地

域で安心・安全に暮らしていくために必要

なこと」を大会テーマに掲げて開催されま

す。その準備に万全を期して参りたいと思

います。多くの会員の方の参加をお願いい

たします。 

 会員の皆様には、今年もご協力の程よろ

しくお願い申し上げますとともに、ご健勝

を心からお祈りいたします。 

 

 

 

 

編集後記 
 

 会報「こころ」は、お陰さまで第６５号

の、節目の号数を発行することが出来まし

た。これも、会員や関係者のご協力の賜物

と、心から感謝申し上げます。 

 これからも「読まれる会報」を心がけて

参ります。引き続きご愛読の程よろしくお

願いいたします。 

(永井 一男) 
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