
豊中大会を終えて 

 来春、政治の場へ挑戦

するわたしにとって、政

治参加ネットは貴重な

学習の場でした。 

 障害者総合福祉サービスの学習会の

意見交換の中で「政権が代われば当然法

律や制度も変わる」という当然だけれ

ど、とても重い内容の言葉が、強く響き

ました。法律や制度に「魂」をこめるこ

と、それは当事者でなければできないこ

とだと思います。がんばります。 

 大会終了後のシンポジウムも含めて

様々な至らない点があったと思います。 

 申し訳ありませんでした。 

大阪府豊中市 井上やすし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者の自立と政治参加をすすめるネットワーク通信・２０１０年２月号 

【代表】入部 香代子（元豊中市議会議員） 

〒561-0864 豊中市夕日丘 1‐4‐20‐307 

【文責】古庄 和秀（大牟田市議会議員） 

障害者の自立と政治参加をすすめる 

2010年２月号 
豊中大会特集号 

障害者の自立と政治参加をすすめるネットワーク 

次回は７月 31日(土)～８月１日(日)にさいたま周辺で開催 

 各地の先進施策や会員と共有化すべき課題などがありま

したら、事務局までご連絡ください。 

【事務局】古庄携帯 ：０９０－２５１７－４００５ 

     古庄メール：furusho_net@hotmail.com 

【豊中大会日程】千里文化センター「コラボ」 

１月２３日（土） 

13:30 障害者総合福祉サービス法と自治体議員の役割

16:00 会員同士による障害福祉施策先進事例の共有化 

18:30 交流会（於：千里阪急ホテル） 
 
１月２４日（日） 

09:30 豊中市における新たな障害者就労の取り組み 

10:30 総会（障害者政治参加ネットの今後について） 

12:00 閉会 

「木の枝の先が腐れば切り落とす。そうしない

といけない」などと発言したことが報告されま 

した。この発言について、

全会一致で更なる抗議文

を作成し、阿久根市役所に

郵送するとともに、鹿児島

県庁記者クラブにもメー

ルし報道を依頼しました。 

 一方、２３日の交流会は、ぷくぷくの会の馬

垣さんはじめ、地元大阪の皆さん、特に政治参

加ネットの発起人の一人でもある楠敏雄さん

も参加され、和やかな雰囲気のひと時でした。 

 最後に総会では、政治ネットの名称変更、現

状認識、総合福祉法についての学習会の開催等

について確認し、さらに今後の障害者施策の提

言は、７月の大会で協議し、改革推進本部の委

員を通じて提言していくことも確認しました。 

2010 年１月 障害者の自立と政治参加を 

すすめるネットワーク豊中大会参加者一同 

【 豊 中 大 会 参 加 者 】 

入部 香代子 政治ネット代表 

斎藤 まこと 名古屋市議 

傳田 ひろみ さいたま市議 

佐藤 ひろこ 中野区議 

平野 みどり 熊本県議 

村上 ひろし 熊本市議 

宮地 和夫 豊中市議 

金  政玉 政治ネット 

戸田 二郎 政治ネット 

永田 よう子 箕面市 

石橋 宏昭 神戸市 

井上 やすし 豊中市 

古庄 和秀 大牟田市議 外 

研修視察③新たな雇用の場 
～豊中市での資源物手選別事業～ 

講師：入部 まさや 

平成２４年開始の豊中・伊丹リサイクル

センターでの障害者雇用（30 名目標）。焼

却炉の老朽化に伴い、03 年 3 月に基本構

想策定。公設民営で、一度の契約が 20 年

間。リサイクルセンターが業務を委託し、

特別目的会社（ＳＰＣ）から資源ゴミの手

選別を受託する。 

・障害者雇用可能性検討委員会 07 年～ 

・障害者雇用団体設立委員会 08 年 3 月～ 

どういう法人格がいいのか検討中 

ライン本数：その他プラ:4、ペット:１、缶:1 

一日処理総量：42ｔ、うちペット 6ｔ 

【当面の課題】①いろんな異物が混入する 

②危険なものも多い ③ゴミを出す人への

啓発が必要 ④臭いもきつい 

委託額 1 億 1000 万円 

ＳＰＣには 20 年間で 200 億円程度 

障害者雇用団体を選択したのは、30 人の

障害者雇用のノウハウがなく、フォローで

きないため 

研修視察④政治ネット総会 
【確認事項】 

① 政治ネットの現状の文章を作り確認する 

② 会費もらっている人が１７名 

政務調査費 50 万まで 5000 円 

50～100  １万円 

100 万以上 2 万円 

※振込先：郵便貯金 88543881 

③ 会費からの補助について 

 介助者の交通費半額は補助 ※会員のみ 

 今回飲食代４万円を支出したが、今後この

ようなことのないよう 

④ 三つ折り パンフ作成 

⑤ 楠さん、小堀さんをＭＬに登録 

⑥ 組織名改称：障害者の自立と政治参加を進

めるネットワーク 代表者 入部香代子 

⑦ 総合福祉法について 

 学習をして提案をしてはどうか（楠） 

 意見は委員を通じて出す  

 来年選挙があるので次回大会で議論 

⑧ 次期大会:さいたまで7月31日～8月1日 

 

【阿久根市長への更なる抗議文の送付】 

１．経過 

１１月８日付のブログの記述 

「高度医療のおかげで以前は自然に淘汰され

た機能障害を持ったのを生き残らせている。結

果 擁護施設に行く子供が増えてしまった。」 

１２月３日以降、多くの報道が・・・ 

１２月１８日、九州ブロックとして、竹原市長

と直接面会。※当日ブログは修正。 

２１日の講演で、更なる問題発言！！ 

２．１月２４日の豊中大会での対応 

さらなる抗議文を作成し阿久根

市長へ郵送。報道へメール。 

３．その後の展開 

1月 27日、阿久根市、庁舎内の

マスコミ撮影禁止 市長通達 

１月 28日夜、市民団体「阿久

根の将来を考える会」が発足

（約 50 名参加。市議 15 名） 

 １月２３日（土）～２４日（日）、大阪府豊

中市に、十数名が集まり、参加者の地元での

取り組みを共有化すると共に、障害者福祉の

今後の動向、豊中市の新たな就労の取り組み

を学びました。 

 また、九州ブロックから鹿児島県阿久根市

の竹原市長のブログ上での障害者差別発言に

対し、賛同者を募り、12 月 18 日に竹原市

長に直接、抗議要請行動を行なったこと、さ

らにその３日後に福岡市での講演のなかで、 

【編集後記】政権交代の絶好の機会です。

推進会議と連携し住みよい社会の実現を 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者の自立と政治参加をすすめるネットワーク通信・２０１０年２月号 障害者の自立と政治参加をすすめるネットワーク通信・２０１０年２月号 

講師：金 政玉 

【説明資料】 

① 「障害者総合福祉サー

ビス法」があれば解決

できる 10の課題 

② 障がい者制度改革推進

本部について 

③ 障がい者制度改革推進本部の設置について 

④ 障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と

国との基本合意文書 

権利条約の理念の実現に向けた DPIからの提言 

 DPI 日本会議作成の資料①に基づき、自立支

援法の 10 の課題をわかりやすく解説。推進本

部のたたき台。ポイントは以下の通り。 

① 権利条約との関係 

支援法第 1 条の「能力」と「適性」に応じた

地域支援は、権利条約の趣旨に反する。 

② 難病者などサービスが受けられない人が 

欧米では障害ではなく、必要性に応じ支給 

③ 冷たい機械判定⇒話し合いによる決定へ 

④ 就労・通学等にサービスを利用し社会参加 

介護保険への統合が前提⇒障害者の地域生

活を念頭に置いたサービス体系へ 

⑤ 施設退所に向けたプログラムの整備 

現状では地域移行が進む一方で、新規入所者

も増加傾向。2 年間で入所者は 389人純減。 

⑥ 一連の権利擁護制度の充実 

障害者差別禁止法や障害者虐待防止法の制定 

⑦ 障害当事者のエンパワーメント 

⑧ 市町村の財源は財政調整基金により保障 

⑨ 適正な自己負担に 

直接サービス⇒無料、ﾎﾃﾙｺｽﾄ⇒応能負担 

その他 

・フランスやドイツも障害横断的手帳制度あり 

・社会参加のサービスが位置付けられるか 

・派遣村相談者の４割くらいが

何らかの障害を持っていた 

【参考書籍】「障害者総合福祉

サービス法の展望」（ミネルヴ

ァ書房,2009年,3000円＋税） 

 

自立支援法訴訟の基本合意文書 資料④ 

以下のことを明記した画期的なもの。 

① 応益負担廃止、H25.8 までには新法 

② 「二 総括と反省」のなかで「謝罪」と

いう文言は入らなかったものの、「原告

らをはじめとする障害者及びその家族

に心から反省の意を表明する」と表現。 

「三 新法制定にあたっての論点」では、 

③ 「介護保険優先原則」（第 7 条）の廃止 

④ 障害程度に関わらず必要な支給量保障 

⑤ 介護保険との統合を前提としない 

「四 利用者負担における当面の措置」では 

⑥ H22.4～、支援法、児童福祉法によるサ

ービス及び補装具の自己負担は無料。 

 ※自立支援医療は当面の課題 

自治体議員の役割 

① 地域生活支援事業の無料化 

② 自立支援医療の自治体独自の減免等 

③ 必要な支給量の保障について、国の検討

状況により、各議会で積極的に検討 

講義終了後の質疑応答 

① 国庫負担基準について 

・程度区分ごとの合算で計算されるので基

準額の合計額を超える場合は少ない 

・自治体の財政力が問題 

② 政権交代の影響は？ 

・韓国の改革は 10 年かかった。すぐには

影響は出ない。 

③ 推進本部では資料②の民主党の１７項目

の提言は議論されないのでは？ 

・第１回会議で東室長は提言文書をどうす

るかも論点のひとつとすることにした 

④ 地域移行は軽度の障害者が優先される？ 

・早急に意識調査をし、制度設計に反映 

・特に知的の場合、意識調査にも親の思い

が反映⇒扶養義務をなくす民法改正を！ 

研修視察②各地からの事例報告 
古庄 ①阿久根市長の問題 ②障害者のインタ

ーンシップ導入の検討 ③入院時のコミュニ

ケーション支援について検討中 

石橋 ①兵庫で定時制高校の統廃合が問題 ②

施設入所者の旧法の施設から新体系に移行し

た場合ガイドヘルプが利用できないという問

題があったが継続利用ができるようにした 

③施設利用者（伊丹市）が神戸の市営住宅に当

選。住宅局が鍵渡しを拒否した。ケアプランの

ために神戸市に移し、当面仮のプラン ④障害

者計画づくりのアンケートに対して重度障害

で回答できるのかという議論も 

宮地（豊中）①障害者の就労支援、焼却施設に

2013 年に開業予定。プラなどの分別、知的

30 名以上。入部代表の息子が事務局。運営は

特別目的会社（ＳＰＣ）、そこから委託を受け

る。20 年間の業務。②昨年は福祉サービスガ

イドラインの見直しの議論に参加し枠拡大を

獲得。③インクル教育取り組んでいるが、小中

で 700 名が原学級に在籍。医療的ケア必要な

人 11 名。看護資格のある人を 19 名確保。市

民病院との連携。大阪府は特別支援学校２校増

やした。豊中では個別支援は当たり前なのでそ

れに対応するには教員への負担が大きくなっ

ている。親の要望も増えている。 

佐藤 ①都の特別支援学校が変わり始めている。

知的 200 名が職業訓練する施設の中に学校が

併設されている。学校にヘルパー派遣をしてい

る。どう考えるか。大手のヘルパーステーショ

ンと契約して行っている。今後このような形を

増やそうとしている。②50 億円の税収減。 ③

役所内の印刷を障害者雇用の印刷会社に委託 

村上 ①熊本市油断できない。４月から医療的ケ

アが必要な人を入学させることができたが、学

級支援員の時間を９時から４時までを２時間

減らそうという動きがある。②電停のバリアフ

リー化がすすんでいない。22 年度でやっと予

算が付きそう。③阿久根市長問題 

戸田 新体系移行に今年度中に移らないといけ

ない。移らないと７００万円の赤字。当面自立

支援法が残ることへの対応が起きている。 

 

 

井上 豊中でも 2012 年 3 月までには新体系

に移行しないといけない。エーゼットなど２

つの作業所は現在様子を見ながら悩んでい

る。共に働くということが盛り込まれないか。

大阪府内で移動支援事業で、吹田茨木あたり

で、８時間を超える移動支援は労基法に触れ

るのでという指導が出てきている。八尾では

パチンコや居酒屋、スナックはダメというこ

とが言われている。訂正させる方向で動いて

いる。この前分割で電気製品を買おうと大手

量販店に行ったら、ローンを組むのもカード

を作るのも自筆でないとだめ、ヘルパーの代

筆では認められないと言われた。世の中がぎ

すぎすしてきていて「良い加減」という日本

の良さが失われている。 

永田 ①医療的ケアが必要な児童に対し箕面市

がお金を出して看護師を派遣する制度があ

る。きっかけになった人がもう成人して、週

３、４日の自立生活を始めた。医療的ケア懇

談会が続いている。以前特区申請したが却下

された。大阪府は２０１１年に作業所に補助

金を出さないとの方向性。作業所、市単費の

作業所、事業所の３つの選択肢がある。②障

害者別枠採用毎年を２、３名ほどやってきた。 

傳田 ①ノーマライゼーション条例制定に向け

て条例制定検討体制ができた。新市長のマニ

フェストなので動きは速いが、当事者を含め

市民への周知と関わり方が課題。   ②施

設長をやっていたデイケアの新体系への移行

を迫られている。メンバーが２名ＮＴＴ関連

会社に就職し、デイケア自体の存続が難しく

なった。③来年の統一地方選に向け、さいた

ま市議会でも民主系の議員を増やす動きが始

まっている。 

（２） （３） 


