
【編集後記】雪の中の総会で事務局として心配した

2 日間でした。毎回、情報交換の時間が足りず事務

局として反省しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者の政治参加をすすめるネットワーク通信・２００９年３月号 

 

（４） 

【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 3月号 
北九州大会特集

号 

障害者の政治参加をすすめるネットワーク 

次回は７月 11日(土)12日(日)に東海地方で開催 

 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 

【北九州大会日程】テレワークセンター 

１月２４日（土） 

１３：３０ 受付開始  

１４：００ 会員同士の情報交換 

１５：３０ 北九州市障害者居住 

サポートセンターについて 

１８：００ 交流会 
 
１月２５日（日） 

９：００ 政治参加ネット総会 

１０：３０ 障害者の就労支援 

１２：３０ 閉会 

１３：３０ 小倉駅にて街頭報告 

１４：３０ 商店街内の障害者自

立支援ショップを視察 

 左記のように１月２４日、２５日の

両日、北九州市小倉北区のテレワーク

センターにて北九州大会を開催し、20

名の参加がありました。 

 まず視察・研修では、地元の先進事

例である居住サポート事業と障害者の

就労支援全般を学びました。 

 また総会では、産科医療保障制度について議論しました。

関連議案を可決した議会が多いものの、会員同士で情報を

共有し、できることから対応していくことを確認しました。 

 さらに、あいにくのみぞれ模様でしたが、今回初の試み

として大会終了後、小倉駅前で街頭報告を行ないました。 

 その後、昨年 11 月に小倉の商店街内にオープンした障 

害者自立支援ショップ「一丁目の元気」

を視察しました写真左。 

 また、小倉駅のバリアフリーの不十

分さを痛感した大会でもありました。

スロープで十分なところにエレベータ

が設置され、利用するものの視点が欠 

けている設計でした写真下。 

 今回、豊中市議に立候補を予定されている井上さん、伊

予市の障害当事者の中西さんなど現役議員以外の参加もあ

り、少しずつですが、障害当事者、関係者の政治参加をす

すめる人的ネットワークが広がりつつあります。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２月 障害者の政治参加をすすめるネットワーク 

【北九州大会参加者】 

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 ひろ子 中野区議 

中谷 ひでこ 淡路市議会議員 

水田 恒二 伊予市議会議員 

村上 博／和枝 熊本市議会議員 

藤林 詠子 久留米市議会議員 

古庄 和秀 大牟田市議会議員 

石橋 宏昭 神戸市 

若尾 明子 ﾊﾝｽﾞｵﾝ埼玉 

戸田 二郎 政治ネット 

中西 仁文／美江子 伊予市 

井上 やすし 豊中市 

 みなさん、お元気でしょうか？ 

私、入部 香代子です。政治ネットの代表を設立

当初からやせてもらっています。一昨年議員職を退

きました。いろいろ事情はありましたが、一番の理

由は体力の限界でした。議員活動は体力と忍耐力、

そして、精神力が思ったよりいる仕事です。 

なにより応援してくださる人たちに申し訳ない気

持ちで四期一六年間議員としての仕事はしてきま

した。多くの問題や行政事業について、障害をもつ

議員として福祉や人権を重んじる施策や制度を作

られるように、意見や質問をしてきました。しかし、

私一人では限界があります。やはり二人三人と障害

者の議員が増えることで、危機管理のない社会にぶ

れいきをかけられると信じています。でも、あまり

長いことするものではありません。議員職は、常に

新しい風を議会に運び、議会を変え職員を教育する

のが一つの役割だと私は思っています。 

障害者のみなさん、障害者を取り巻くみなさん、こ

れからの厳しい社会に当事者議員のもつ役割は大

きいと思います。一緒に育てましょう。 

この議員ネットは、こんな思いを持った当事者議員

や議員を取り巻く人たちの願いです。 

代表 入部 香代子（前豊中市議会議員） 

 

政治参加ネットの皆さん 

年末の「年越し派遣村」に見られるようにアメリ

カ発の金融不況の直撃を受けて、100 年に一度の

大不況に政治の力が一番求められる時に、麻生内閣

の一連の対応には呆れて笑ってしまいます。 

他国（よそ）に比べたらまだいい方だ、との能天

気な麻生首相の国会答弁。酔いどれ大臣（辞任した

ので前が付きましたが）よろしく、内閣全体がフラ

フラの千鳥足内閣の様相を呈し、国民の痛みを分か

らない政治には期待が持てず、怒りが増すばかり。

ＴＶの報道番組でのコメンテーターたちの辛口コ

メントもますますエスカレートするばかりです。 

こうした状況を打破するためにも弱い立場に置

かれている人たちに一番近い当事者議員の役割は、

存在とともに大きいものがあります。 

今回の小倉大会後に街頭でアピールをしたよう

に今後、もっと街頭に出て訴えていきましょう。 

古庄さんの痒いところに手が届く準備に感謝！ 

村上ひろし（熊本市議会議員） 

 

 

 古庄さん、小倉大会ではきめ細かいご配慮ありが

とうございました。今回は天候には恵まれませんで

したが、抗議行動もなく穏やかな会でした。また、

きっと何かあるとちょっと期待した気持ちもありま

したが…。佐藤かよこさん残念でした。全員がそろ

ったときに候補者を囲んで応援演説ができたらよか

ったのにと思いました。統一地方選は無理だけれど、

そうでないときにはなるべく応援に行きたいですよ

ね。ネットの輪を広げていきましょう。 

会計 でんだ ひろみ（さいたま市議会議員） 

 

九州の小倉で雪景色が見られるとは思ってもみませ

んでした。きれいでしたね。古庄さんの準備のおか

げで、充実した勉強会と交流を持つことができまし

た。ありがとうございました。現地の自治体のお話

を聞けるのは、とても参考になります。議員にチャ

レンジする方々もいて楽しみです。当事者議員がが

んばることで、足元の自治体から政治を変えていけ

る、政策を提案していけるという元気をもらうこと

ができました。これからもよろしくお願いします。 

佐藤 ひろこ（中野区議会議員） 

 

 小倉大会では、突然の雪に驚きました。淡路では

見られない大雪です。2 日間の研修は出会いの喜び

から始まります。今回は佐藤かよこさんの選挙応援、

居住サポート事業や就労支援事業、会の運営につい

て議論しました。 

 私事ですが、今年７月の淡路市議選には出馬しま

せん。福祉の現場の仕事にもどります。障害者自立

支援法制化により、ケアホームに加えて４月から生

活介護と就労継続 B 型の多機能型事業を運営する

NPO ぶったぁ福祉会で働きます。そんな決意を今回

の会議で報告しましたが、これからも変わらずおつ

き合い下さい。 中谷 ひでこ（淡路市議会議員） 

 

政治ネットに初参加しました 

 2011 年の統一地方選で豊中（大阪府）から、市

議への立候補準備を始めています。今回、政治ネッ

ト代表の入部香代子さんの紹介で参加させていただ

きました。 

 普段は作業所の仕事に追われているので、各地の

「ナマ」の情報を聴くことができる機会として、と

ても有意義なものでした。地方の格差を実感すると

燃えます。 

 選挙に向けて、たくさんの刺激を受けていきたい

と思います。これからもよろしくお願いします。 

 井上 康 

 

 

 

 

 

次回からもう少しゆとりある日程にすべきか

も。7 月に会いましょう(古庄) 
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障害者の政治参加をすすめるネットワーク通信・２００９年３月号 

（３） 

 障害者自立支援法の見直しにあたり、居住

サポート事業は重要視されているため、北九

州の取り組みを学ぶとともに、各地の取り組

みを持ち寄った。 

 詳しいプレゼンと資料を基に、平成 16 年 9

月の精神保健医療福祉の改革ビジョン以降の

地域生活中心への流れに始まり、地域生活支

援事業の中での住宅入居等支援事業（居住サ

ポート事業）位置づけについて詳説。 

 続いて、北九州市の取り組みを詳説。計画

では H23 までに退院可能な精神障害者 300

人、施設からの地域移行 163 人と目標設定。

H18 年 10 月から居住サポート事業を開始、

翌H19年10月に生活保護受給者を対象とし

た社会的入院患者等（精神障害者等）自立支

援プログラム、H20 年 4 月精神障害者地域移

行支援特別対策事業を開始するなど、社会的

入院を余儀なくされている精神障害者の地域 

移行から開始、相談割合も最も高い。常勤 2 名、

非常勤 2 名の職員で 24 時間対応。①入居支援

②相談支援③地域の支援体制にかかる調整だ

けでなく、④宿泊体験プログラム⑤地域生活支

援サポーターの活動⑥生活力スキルアッププ

ランの提供⑦リサイクル生活用品の調整など、

地域のボランティアの協力も得て引越し前の

相談から引っ越したあとの生活支援全般を支

援されていた。今後は、広報活動を行ない、地

域とのネットワークづくりをさらに強化し、

「地域おこし」「街づくり」をしていきたいと

締めくくられた。各地において地域移行を進め

るに当たり示唆に富む研修であった。 

 24 日 14 時の開会のあと、参加者同士の情報

を交換。神戸市の石橋さんより重度障害者の入

院時コミュニケーション支援事業の説明や伊予

市議の水田さんより公共施設内の自動販売機に

よる収益事業の中止、熊本の村上市議より平野

県議との連携などが報告された。入部代表、戸

田二郎さん、佐藤区議、水田市議らより、1 月

から開始された産科医療保障制度の課題(※)に

ついて提起。全員で制度の課題と政治ネットと

してできるところから取り組む事を確認した。 
(※)①分娩機関が加入する保険にもかかわらずその掛け

金は、出産する本人に給付される「出産育児一時金」の一

部が当てられ、分娩機関の負担はない。また、「出産育児

一時金」を、本人の承諾を得ずに、一方的に掛け金とみな

して制度設計。だれのための、何のための補償制度である

のか、国民の理解を得られない。②公的医療保険の支出だ

が民間保険会社が運営。③加入／不加入の選択権の未整

備。④同保険によって剰余金が発生しても、分娩機関にも

本人にも返還する予定なし。補償対象者数を 500～800

人／年間と見積もっている根拠が不明。⑤同じ脳性まひで

も分娩時に限定、先天的な者は不支給（経済的格差）等等。

【参考資料：社民党党首から厚生労働大臣への「「産科医

療補償制度」の中止に関する申し入れ書」】 

・ メーリングリスト、名簿は事務局で再整理 

・ 会員同士で共有したいファイルについて

は古庄事務局員に送信後、古庄が再配布 

・ 障害者政策研究全国実行委員会には可能

な限り多くの会員に参加されたい 

・ 視覚障害者議員ネットとは、同ネットの総

会にあわせるなどして連携を計りたい 

・ 疎遠になった会員には事務局で再連絡 

・ 街頭報告は次回以降も継続。配布物につい

ては事務局と開催現地とが協力して作成 

・ 共通で取り組むこととして、居宅介護、移

動支援の決算額を比較、共有する（記入票

は事務局で作成、事務局で全体集計） 

・ ネット通信に参加者から一言ﾒｯｾｰｼﾞを 

・ 次回は、７月 11 日(土)、12 日(日)に東

海地方で開催。場所、研修内容は齋藤氏 

・ 傳田さんより会計報告。会費未納の会員に

は再度連絡することを確認 

地方自治法施行

令の改正により

障害者支援施設

等からの物品等 

の調達について随意契約が可能になり、H20

年 3 月から役務の提供も随意契約の対象とな

った経緯の説明に続き、事務手続きの説明があ

った。昨年度の契約実績は 727 万円で、市オ

リジナル手提げ袋、製品詰合せ、テープ起し、

点訳、ホームページ改修、児童用白衣縫製、ガ

ーゼ等再生を契約。 

 最後に、福祉工場の運営として、市環境局が

設置した「かん・びん資源化センター」内で缶・

ビン・ペットボトルの分別作業を行なう。手を

つなぐ育成会に委託。H20 年 4 月よりＡ型に

移行済み。 

 政令指定都市ならではの充実した就労支援

についての研修視察であった。参加者の町にあ

った就労支援施策を充実する上での一助とし

たい。 

北九州市保健福祉局障害福祉課 小池 昭係長 

 北九州市独自の障害者の就労支援について講

話いただいた。特に「北九州障害者しごとサポ

ートセンター」は、就業・生活支援センターと

市単独事業の「北九州市障害者就労支援センタ

ー」を一体的に取り組む事業。職場開拓を強化

し、特別支援学校、施設、相談機関、ハローワ

ーク、障害者職業センター、職業能力開発校、

企業などの関係機関との連携を密にする。新規

登録者数、就職件数とも順調に伸びている。 

 次に、「障害者の店開設事業」（店名「一丁目

の元気」）の説明があった右頁参照。共同作業所

や授産施設などで作ったパンやアクセサリーな

どの製品を販売する常設の店に対して、開設費

用及び運営費を助成。製品の幅広い浸透を図る

とともに、百貨店販売の経験を持つコンサルタ

ントにより売れる商品づくりを喚起。 

 第三セクター方式による重度障害者雇用企業

も 2 つ紹介。さらに障害者支援施設等との随意

契約（政策随契）について、H16 年 11 月の 

【講師】佐藤みずよセンター長 

雨にも負けず、風にも負けず、小倉駅前にて。

活動を広げるためにも次回も行いましょう！ 

小倉駅から徒歩１０分ほ

ど。京町商店街の東のは

ずれ、紫川が見えるとこ

ろにありました 

２４坪、間口は

広いが奥行きが

狭いため、ショ

ーウィンドウを

活用し広く見せ

るように工夫さ

れていました 

品揃えが豊富で、洗練

されたレイアウト。百

貨店経験者のコンサル

による売れる商品作り

が徹底されていました 

地元企業ＴＯＴＯから贈呈さ

れたトイレ一式。エアコンも

完備され、洗面台の蛇口から

も温かいお湯が出ました。羨

ましいほどの設備でした。 

【新潟大

会参加者】 
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