
【編集後記】年 2 回

開催するようになり、

5 回目。毎回 20 名以

上の参加があり、うれ

しい限りです。ただ、

毎回時間切れで消化

不良のままです。再考

の必要あり(古庄) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者の政治参加をすすめるネットワーク通信・２００９年８月号 

【代表】入部 香代子（前豊中市議会議員） 

〒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） 

障害者の政治参加をすすめる 

2009年 8月号 
名古屋大会特集

号 

障害者の政治参加をすすめるネットワーク 

次回は１月 23日(土)24日(日)に大阪で開催 

 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 

【名古屋大会日程】名古屋都市センター 

７月１１日（土） 

14:00 受付開始  

14:30 会員同士による障害福祉施策先進事例の共有化 

16:00 名古屋市長経営ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、山田昭義さんの講和 

18:00 交流会（於：サイプレスガーデンホテル） 
 
７月１２日（日） 

09:30 愛知県障害者差別禁止条例の取り組みについて 

10:30 障害者政治参加ネットの今後について 

12:00 閉会 

 続いて、AJU 自立の家専務理事

であり、新たに誕生した河村名古

屋市長の経営アドバイザーに就任

された山田昭義さんの講話を聞き

ました。障害当事者が行政の中枢

で活躍できる画期的なことです。

意気込みや課題についてお話を伺

いました。 

 2 日目は、愛知県における障害者差別禁止

条例の取り組みについて、高木ひろし県議よ

り議論の状況を伺い、意見交換しました。 

 今回、自身に障害はないものの障害者問題

に取り組む若手新人の小堀せいじ堺市議の参

加もありました。この広がりを大切にしなが

ら、一人でも多くの障害当事者、関係者議員

の誕生に向け、邁進していきます。 

2009年8月 障害者の政治参加をすすめる 

ネットワーク名古屋大会参加者一同 

【名古屋大会参加者】 

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 

小堀 せいじ 堺市議 

小井戸 恵子 富岡市議 

村上 ひろし 熊本市議 

藤林 詠子 久留米市議 

永田 よう子 箕面市 

吉井 真寿美 板戸市 

石橋 宏昭 神戸市 

井上 やすし 豊中市 

戸田 二郎 政治ネット 

古庄 和秀 大牟田市議 外 

 

 

１． 報告事項 

(1) 新規会員について：事務局で再整理 

(2) 九州ブロックでの取り組み 

・ 春、秋に定例学習会の開催 

・ 他団体、特に障労連へ呼び掛け 

・ ７月４日、古庄が宮崎障労連総会で

記念講演。桐原鹿児島県議、外山宮

崎県議に会う。また、宮崎県教職員

組合障害児部会からの講演依頼も有 

(3) 熊本における取り組み 

・ 障害者差別禁止条例制定に向けた準

備会の発足（東弁護士、平野県議、

村上市議、当事者団体を中心に） 

・ インクルーシブ教育推進ネットワー

ク九州緊急集会の開催（7 月 26 日） 

(4) 視覚障害者議員ネットとの連携 

・ 両大会を同時開催できないかを古庄

から青木市議に問い合わせる 

(5) 疎遠になった会員との連絡・調整 

・ 事務局より再度連絡を取る。 

(6) 会計報告：225,890 円 

（2009 年 1 月 25 日残高） 

２． 協議事項 

(1)共通で取り組むこと 

・ 自治体ごとの障害福祉水準記入表案 

案を各自で検討のうえ事務局へ連絡 

 

(2)通信は古庄で作成。 

(3)次期大会について 

・ 日程：１月 23 日(土)～24 日(日) 

・ 場所：大阪周辺（井上氏を中心に） 

(4)政治ネットとしての協議 

・ 今後の方向性 

① 産科医療補償制度については、す

でに始まったので対応できない。 

② 2007年8月のJR乗車事前連絡

問題は根本的に未解決。会社によ

って差がある。他団体も国交省と

交渉中だが、未解決． 

③ 新人障害当事者議員の誕生に向

け、全国から立候補予定者を発掘

し、現地で全国大会を開催するな

どの工夫が必要。又、別途役員で

各地を行脚する必要もあり。 

・ 障害者郵便悪用事件については、関係

団体が厚労省と交渉中。 

・ 政策研究会（12 月 5～6 日） 

傳田さん、佐藤さんで引き続き対応。

金さん、石橋さんも別団体から参加 

 7 月 11 日、12 日の両日、名古屋市の

ＪＲ金山駅前にある名古屋都市センター

に 20 名の仲間が集いました。吹雪の中

での前回の北九州大会とは打って変わっ

て 2 日間とも晴天に恵まれました。 

 毎回、厳しいスケジュールで参加者同

士の情報交換が十分にできないため、今

回は、開会後、参加者同士の情報交換を

行ないました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者の政治参加をすすめるネットワーク通信・２００９年８月号 

（２） 

障害者の政治参加をすすめるネットワーク通信・２００９年８月号 

（３） 

 いつもより多くの時間をとりましたが、全

員が発言できる時間はありませんでした。 

共通課題は、入院中の介護保障、医療

的ケアが必要な児童・生徒の進路保障 

 ただ、複数の参加者から、入院中の介護保

障、医療的ケアが必要な児童・生徒の進路保

障などの発言が相次ぎ、共通課題が顕在化し

ました。入院中の介護保障については、神戸

市でコミュニケーション事業を弾力的に運

用し、言語障害当事者などの病室内でのコミ

ュニケーション支援という名目で、日常的に

支援するヘルパー等が派遣できるようにな

りました。その後、西宮市、尼崎市でも同様

の事業が始まっています。名古屋市でも、神

戸市の事業を参考に、入院中の介護事業が始

まろうとしています。 

 また、医療的ケアが必要な児童・生徒の進

路保障については、佐藤ひろこ中野区議、村

上博熊本市議から報告がありました。インク

ルージョン教育（統合教育）が進みつつある

わが国では、胃ろうや人工呼吸器等の医療的

ケアが必要な児童・生徒の進路保障も大変重

要になっています。昨年度より始まった特別

支援教育支援員の配置も十分に活用できて

いるとは言えない状況です。 

 このようななか、政治参加ネットでは、２

つの共通課題について、更なる情報交換を深

め、新たな政策の提言、制度充実に努めます。 

個別課題はさまざま 

井上康（豊中市） 

２４時間介護が必要な人のために障害福

祉課と交渉中。上限 300⇒414 時間 

でんだひろみ（さいたま市議） 

 １８年ぶりの市民派市長誕生、与党に。

まちづくり委員会、いじめ問題特別委員会。 

小井戸恵子（富岡市議） 

 議会が３階にありエレベータなし。昨年

１２月、同僚に階段をあげてもらっている

とき、転落事故が起き、頸椎を痛める。未

だ後遺症が残る。９月までに階段昇降機が

設置予定。今後の議会活動について、政治

ネット会員と相談していきたい。 

小堀せいじ（堺市議）障害なし 

2007 年初当選。31 歳、民主党・市民

連合、元ホテルマン。総合入札制度を導入。

市役所に知的障害者を２名雇用。 

石橋宏昭（神戸市） 

 定時制高校の統廃合で揺れている。朝昼

夜の３部制になり、その中に特別支援学校

も組み込まれようとしている。交渉中。 

 差別禁止条例制定に向け準備会が発足。 

村上ひろし（熊本市） 

 学級支援員、10 名から始まり、現在 30

名まで増員（初の看護師 1 名）。学校から

の要望は 60～70 名、1 人で 2 校を受け

持つ。胃ろうが必要な生徒が入学したが、

支援員が来ない日は学校を休んでいる。 

永田よう子（箕面市） 

 昨年の市長選で保守系市長誕生、副市長

も 4 年ぶりに誕生。5 年間で 273 億円削

減を公約。行財政改革を推進。箕面市独自

の「事業所制度（作業所の補助に上乗せ分）」

の存続に向け、毎月交渉中。 

 退院後の通学介助のため看護師を介護士

として雇用。箕面市が特区を申請中。 

佐藤ひろこ（中野区議） 

 学校における医療的ケアが必要な子ども

がふえている。反面、常時吸引が必要な子

どもが送迎バスに乗れず、訪問教育を受け

るように促される。 

 １日目の情報交換のあと、障害当事者であ

り、AJU 自立の家専務理事で、河村たかし新

名古屋市長の経営アドバイザーの山田昭義さ

んのお話を聞いた。経営アドバイザーは市長に

進言するもので１１人。一方、政策参与はより

行政内部的な位置付けになる。ただ山田さんが

政策参与になるには、山田さんの所属するＡＪ

Ｕが名古屋市から補助をもらっている点が課

題になる。現在山田さんは経営アドバイザーの

み。障害福祉だけでなく、医療や高齢者福祉な

どの福祉全般を担当。さまざまな課題がある。

（①老人施設の改善、②教育部門のアドバイザ

ーがいないため、インクルーシブ教育（統合教

育）が推進されない、③更生援護施設を廃止す

る一方で療護施設をつくる動きが名古屋市に

あり、地域移行の流れに逆行することを指摘し

たい）。河村市長の公約（10%減税、１地域委

員会の設立など）が議会にも行政内にも、市民

にも十分理解されていない。障害者の居宅介護

については、必要な人に必要な量を支給してい

る。月 900 時間支給している利用者もいる。 

 そのほか、さまざまなお話を伺ったが、その

根幹には、「政治の場に当事者が必要。できれ

ば、議員より首長が誕生すべき」という思いが

満ち溢れていた。温厚でありながらも、参加者

をひきつけ納得させる語り口は、長年の当事者

活動の経験から生まれた生の言葉であるから

だと確信した。障害者福祉の諸制度は始まった

が、まだ、障害当事者の声が反映されてきたと

は言い難い。山田さんの言葉のように、どこか

の町で障害当事者の首長が誕生すれば、全国の

モデル地区となり全国へ波及すると痛感した。 

 大会２日目の朝から、愛知県障害者差別禁止

条例の制定に向けた動きについて、愛知県議会

議員の高木ひろしさんからお話しを聞いた。犯

罪防止、中小企業支援、公契約条例など、県議

会から提案しようとしている６条例案の１つ。

千葉県条例、北海道条例、愛知障害者フォーラ

ム（ＡＤＦ）案との比較表を示しながらの、わ

かりやすい説明であった。千葉県条例は知事か

らの提案であったが、愛知県は議員提案。教育

分野だけは、差別の定義も千葉県条例より一歩

踏み込み、たとえば障害児の進路選択について、

保護者の協力を前提にすることは差別にあたる

としている。また、罰則規定についてはさまざ

まな議論の末、個人には設けず、事業所のみに

設けることにした。さらに、差別の申し立てに

ついては、保健福祉圏域ごとの相談支援事業者

に兼務してもらう予定。差別申し立ての調査委

員会が県知事の付属機関であることは課題とし

て残る。 

条例案は、高木県議らが自民党や公明党など

の超党派で提案しようと模索したが、障害当事

者団体との調整などは高木県議が所属する民主

党に一任された。そのため条例案の調整が済ん

だら、民主党から提案され、他の会派の賛同を

得て、可決される環境を整備する必要がある。 

今回、条例の提案前の貴重な時期に、高木県

議より貴重なお話を聞くことができた。内容も

さることながら、１つの条例案を提案するまで

の議会内だけでなく、関係機関との調整など、

膨大な業務量と精神力が必要なことも学び、貴

重な経験であった。 


