
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者の自立と政治参加をすすめるネットワーク通信・２０１５年夏号 

 

【代表】でんだひろみ（さいたま市議会議員） 

【文責】古庄 和秀（大牟田市議会議員）

〒836-0801 大牟田市柿園町 1-1-15-803 

 

障害者の自立と政治参加をすすめる 

2015年夏号 
長崎大会特集号 

障害者の自立と政治参加をすすめるネットワーク 

７月３１日（金） ※会場：長与町議会 

14:00 長与町第 4 期障害福祉計画 

15:35 長与町議会と当会との意見交換 

17:20 有志による街頭演説（長崎駅前高架広場） 

18:00 事務局会議（ホテルニュー長崎 ロビー） 

18:30 交流会（ホテルニュー長崎 地下 1 階ビアホール） 
 
８月１日（日） ※会場：ブリックホール 会議室１・２ 

09:00 会場集合・設営 

09:20 総会／参加者による政策に関する意見交換会 

12:00 パネラー打合せ／会場設営／受付 

13:30 学習会「国連障害者権利条約と長崎県条例と私たちの暮らし」 

16:00 有志による浦上駅のバリアフリーチェック 

製袋をしているなどたくさんの事例を学びま

した。その後、安部議員も含め、鈴木副議長、

産業厚生常任委員会の河野委員長、分部副委員

長とともに、政治ネット会員と、全国の福祉事

情について情報交換。大変有意義でしたが、時

間が足りず大変残念でした。 

 ２日目は、ブリックホールにて、政治ネット

の総会後、会員同士の政策交換。午後からは、

長崎県条例の学習会。そのなかで、地元から浦

上駅が新幹線開通に伴う工事のため、数年間は

車いすで使えなくなるとの相談があっため、大

会後、地元の方と政治ネットの有志で現地を確

認。長崎新聞に報道されました。 

2015 年 8 月 報告 事務局員 古庄 和秀 

【 長崎 大会 参加 者】 

傳田 ひろみ さいたま市議 

齋藤 まこと 名古屋市議 

岩田 智子 熊本県議 

緒方 夕佳 熊本市議 

村上 博 熊本市議 

藤林 詠子 久留米市議 

市川 おさと 足立区議 

豊嶋 太一 茅ヶ崎市議 

入江 和隆 小郡市議 

北本 将幸 玉名市議 

安部 都 長与町議 

平野 みどり DPI 日本会議 

頼尊 恒信 CIL だんない 

石橋 宏昭 兵庫障問連 

古庄 和秀 大牟田市議 外 

長与町議会からの意見 

産業厚生委員長 河野議員 

知り合いの障害者がいる。役場のカウンタ

ー高い、トイレ車いすで利用できなかったの

が、当事者が訴えて変わった。聴覚障害者に

は防災無線は聞こえないので、メールで配信

するように変えた。 

今回の意見交換で、みんなが安心していけ

るようにしなければいけないと痛感した。 

安部さんと力併せてやっていきたい。 

副議長 鈴木議員 

安部さんと出会うまでは、障害者に関わる

ことなかった、日々勉強している。 

長与町も力入れていきたい。 

 

総会の報告（8 月 1 日（土）午前） 

1. 報告事項 

・新人議員誕生ほか、総会レジュメ参照 

・会計は今年度は動きなし。 

2. 協議事項 

・役員改選はレジュメの通り。事務局に村上 

 熊本市議が参加し、九州ブロックにて事務 

 局案を作り、局長、代表に諮る体制を構築。 

 春、秋に九州ブロック大会を開き、全国大 

 会の準備をする。 

・次期大会は事務局一任 

 

 

 ７月３１日、８月１日と障害者の自立と

政治参加をすすめるネットワーク長崎大

会を開催。介護者も含め 20 名超の参加が

ありました。長崎空港で、傳田代表が転倒、

会員の車いすの部品が壊れる等のアクシ

デントがありましたが、新規会員が 4 名増

えるなど、成功裡に終わりました。 

 １日目は、会員の安部議員がいらっしゃ

る長与町の障害福祉計画を視察。社協が受

託している就労継続Ｂ型で指定ごみ袋の 

【編集後記】広島から長崎へと平和のバトン

をつなぐような全国大会が成功裡に終わっ

た。学習会も白熱し、新たな会員も入会。一

方、差別解消法施行を目前に、障害者に対す

る差別、虐待があとを絶たない。とろけそう

な猛暑の中、もうひと踏ん張りしましょう！ 

7 月 31 日（金）午後 

 

 

 

 

 

 

政治ネットの参加者からの意見 

・久留米市では聴覚障害者と旅行会社とが

聴覚障害に配慮した旅行を企画する。 

・どんな人でも支え合って生きていく世の

中を目指したい。 

・熊本市は全国で初めて低床電車を導入。

投票所のバリアフリー化してきた。バリ

アフリーの推進も形骸化する傾向もあ

り、緊張感が必要。 

・熊本市の採用試験で全盲学生が受験でき

なかったが、来年度は点字受験が可能に。 

・熊本県議会のエレベーターもやっとつい

た。高齢の議員が重宝している。当事者

にならないとわからない。 

・議員さん自身が当事者のことがわかって

いない。熊本県議会では起立採決に挙手

採決を加えることに６年かかった。 

・小郡市は、インクルーシブ教育が進んで

いる。一方、点字ブロック敷設などは必

要度に関係なく、一律に行われる。 

・電動車いすや点字ブロックなど障害者当

事者とベビーカー、シルバーカーなどと

の利害関係が難しくなってきている。 

・大牟田市では新築の公共施設の多目的ト

イレに車いすが入れなかった。法律や条

例はクリアしている。ベビーベッドやオ

ストミー機器など備品が増えたため。各

地でも注意されたい。 

・新人の茅ヶ崎市議。介助者が起立するこ

とで採決する、議会中に水分補給するな

どを支援。介護者に公費使えない。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者の自立と政治参加をすすめるネットワーク通信・２０１５年夏号 

（２） 
（３） 

障害者の自立と政治参加をすすめるネットワーク通信・２０１５年夏号 

 

←2015.08.04↑2015.08.05(長崎新聞) 
 地元会員の安部議員の尽力により、多くの

共催、後援を頂き、学習会を開催。地元の当

事者をはじめ 50 名近くの参加があった。 

第 1部：長崎県障害福祉課長による基調講演 

 条約と差別解消法と長崎

県条例について講演。質疑

では、グラバー園で、電動

車いすでの単独入園を断ら

れたことや駐車許可証があ

るにも拘らず県警から注意

されるなど実体験に基づい

た発言があった。 

第２部：シンポジウム：条例のある町の議員 

●長崎県議会議員 ごう まなみさん 

 自閉症の親の立場から、障害者福祉などの

理解が不十分なところを変えていく必要があ

ると思い、県議に立候補し、初当選した。県

条例の認知度が１５％と低いことを懸念。共

生社会の実現にはともに学ぶ環境、インクル

ーシブ教育が重要なことを強調した。 

●長与町議会議員 安部 都さん 

 長崎県の大部分は、家を一歩出れば坂が多

く、外出も難しい。障害者が自立していくた

めにも社会参加できる環境を整備し就労でき

るようにしていくことが必要。県条例を更に

よくしていく必要があると締めくくった。 

日時 ８月１日（土）１３時３０分～１６時    場所 ブリックホール会議室１・２ 

主催 障害者の自立と政治参加をすすめるネットワーク 

共催 長崎県難病連絡協議会、長崎県難病相談支援センター、長崎肝友会 後援：長崎県他 

① 基調講演「国連障害者権利条約と長崎県条例と私たちの暮らし」 

講師：長崎県保健福祉部障害福祉課 課長 園田 俊輔 氏 

② シンポジウム「国連障害者権利条約と長崎県条例と私たちの暮らし」 

      シンポジスト  長崎県議会議員            ごう まなみ議員 

            【条例のある町の障害者政治参加ネットの会員より】 

              長与町議会議員            あべ みやこ議員 

              さいたま市議会議員（代表）      でんだ ひろみ議員 

              前熊本県議会議員（ＤＰＩ日本会議議長） 平野 みどりさん 

      コーディネータ 名古屋市会議員（政治ネット事務局長）  齋藤 まことさん 

パネラー４人。左から、ごうさん、安部さん、

でんだ代表、平野さん。偶然にも全員女性 

●さいたま市議会議員 でんだひろみ代表 

 市長の公約でトップダウンでできた条例の

経過を報告。子どもたちへの啓発のためのリ

ーフレットがあることも紹介した。 

●前熊本県議会議員 平野 みどりさん 

 条例を作る会の結成から条例制定までのボ

トムアップの策定経過を作る会、県議会の両

方の立場から説明。施行３年後の改正に向け

た取組が始まることも紹介した。 

質疑応答では、条例のある町で、なぜ虐待が

起きるかが議論される中で、条例ができたか

らこそ、潜在していた虐待が顕在化してきた

のではないかとの意見でまとまった。 

 また、フロアから浦上駅が車いすで利用で

きなくなったとの事例発表があり、終了後有

志で現地視察に行った。【新聞記事】 

初日の夕方、長崎駅前の高架広場にて戦争法案に反

対する有志により、平和を願う街頭演説を行う。行

きかう人の中には共感し耳を傾ける人もいた。 

浦上駅の現地を確認すると… 

大会終了後に、障がい者団体や市民

の皆さん、政治ネット有志で共に浦上

駅を現地視察した。新幹線工事の為

に、４年間、車いす者や障がい者の方

が全く乗降出来なくなる。全く、マイ

ノリティーの方々への交通手段の遮

断である。当日の県の説明によると、

１日の乗降客数 4000 人、法律的にか

なり強い義務が課せられている駅で

あり、JR もよく承知しているはず。

さらに、立体交差事業は、新幹線整備

機構、県、市、ＪＲの４者協議により

すすめられるものであり、何らかの改

善が求められる。地元当事者団体と４

者との前向きな協議が進み、少しでも

改善できることを心から願い、全国各

地へと帰路についた。 

当日の写真、音声、録画映像（一部）は事務局にあ

ります。必要な方は、古庄までご連絡ください。 

090-2517-4005、furusho_net@hotmail.com 


