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【代表】入部 香代子（元豊中市議会議員） 

【文責】古庄 和秀（大牟田市議会議員）

〒836-0041 福岡県大牟田市新栄町 17-47 

 

障害者の自立と政治参加をすすめる 

2012年 3月号 
熊本大会特集号 

.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 2012年 7月 29日（日）～30日（月） 

・開催地：宮城県仙台市 

・内 容：被災障害者の皆さんとの交流 
 そのほか必要と思われる議題は事務局まで連絡ください。 

 お一人でも多くの参加をお待ちしています。 

【事務局】古庄携帯 ：０９０－２５１７－４００５ 

     古庄メール：furusho_net@hotmail.com 

【日程】 ※会場は両日ともウェルパルくまもと 

１月２８日（土） 

12:00 商店街にて被災障害者の街頭啓発 

14:00 基調講演「被災障害者支援から見た街づくり」 

17:00 政治ネット総会 

19:00 交流会 
 
１月２９日（日） 

09:30 「条例のある街で語り合う減災シンポジウム」 

12:00 閉会 ※各自で熊本城バリアフリーチェック 

 総会では十分な時間がなかったものの、障害

者基本法改正により「選挙等における配慮」と

いう項目が盛り込まれたことに関して議論し

ました。県議選などでは市町村によっては選挙

公報の発行がまちまち。今後各地で調査をして

いくことを決定しました。 

 両日とも天候に恵まれ、また、2 日目終了後、

有志により、改装された熊本城と新設された観

光施設「城彩苑」のバリアフリーチェックを行

い、大変有意義な 2 日間でした。 

2012 年 1 月 熊本大会参加者一同 

【 埼玉 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 

平野 みどり 熊本県議 

村上 ひろし 前熊本市議 

北本 節代  玉名市議 

大倉 裕一  八代市議 

藤林 詠子  久留米市議 

水田 恒二 伊予市議 

石橋 宏昭 神戸市 

松田 光   障労連副会長 

星野 吉彦 福岡県障労連 

古庄 和秀 大牟田市議 外 

年会費についてはこれまで総会の時にお支

払いいただいていましたが、このたび郵便振

替口座を開設しました。 

年会費を納めていない皆様は、是非入金く

ださい。金額は 

◎議員は、月額（報酬＋政務調査費）が、 

・１００万円を超える人は、年額２万円 

・５０万円～１００万円未満の人は、１万円 

・５０万円未満：５千円 

◎一般・年間２千円 

◎必要に応じ、カンパを募る 
 
新たに賛助会員を新設 

当会の活動に御賛同頂ける方は、是非賛助会

員に入会下さい。会報、大会案内などをお送

りします。 

◎賛助会員：年間 1,000 円 
 

郵便振替口座 

００１３０－０－３７４５０８ 

傳田ひろみ 

※新しい規約はホームページに掲載 

 １月２８日（土）～２９日（日）、全国

から２０名の仲間が熊本市に集まりまし

た。まず、商店街において被災障害者支援

NPO 法人ゆめ風基金の街頭啓発を行いま

した。その後、２日間にわたり、フォーラ

ム「障害者とともにつくる防災」を開催し、

延べ 150 人を超える参加がありました。 

 2 日目のシンポジウムでは、原発など多

岐にわたる質疑で白熱した 2 時間でした。 

【緊急フォーラムにおける募金箱のご報告】 

街頭 15,860 円、 

会場 4,262 円 

計 20,122 円を 

ゆめ風基金の八幡 

さんに贈呈 

【編集後記】３．１１大震災から１年。政

治ネットでは初めての試みで、熊本の障害

当事者団体と実行委員会を結成し、防災フ

ォーラムを開催。会場からは様々な課題が

出された。報告書、提言書にまとめ上げ、

各自治体に政策提言していきたい。（古庄） 

短時間で、様々な事項を議論しました。 

１．報告事項 

(1)新規加入者：入江和隆さん（小郡市議）、 

大倉裕一さん（八代市議） 

(2)本フォーラムまでの九州の取り組み 

(3)視覚障害者議員ネットワークとの連携 

(４)１２月の政策研究会の解散について 

１０年以上の取り組みで、参加者も活動も

マンネリ化。また、制度改革などで事務局

の対応が困難に。今後は必要に応じて実行

委員会形式でのフォーラムを開く予定 

(5)会計報告／会費徴収 ※昨年７月時点 

現金：112,795 円 預金：6, 815 円 

※残高があることから、大会参加費は当分

の間、徴収しないことを確認 

(6)役員・事務局体制：全員留任 

(7)連絡先は住所、電話、Fax とも古庄自宅

へ変更。 

〒〒836-0041 福岡県大牟田市新栄町 17-47 

TEL/FAX:09４４-85-0028 

携帯電話：090-2517-４005 

２．協議事項 

(1)今回のフォーラムについては、5 月まで

に報告書、提言書をまとめ、行政に提言  

(2)様々な課題と具体的な取り組みの検討 

・制度改革について・・・学習と政策提言 

・法律改正について・・・障害者関連、口

腔保健法の施行など 参考）熊本県ではフ

ッ素による口腔ケアを。義務付けた 

・障害者の減災／防災について・・・被災

地支援と地元における政策提言・・・ゆめ

風と連携 

・各地での取り組み：条例制定等の共有化 

・政治の不安定局面における障害者の政治

参加のあるべき姿 

・その他意見 

①グループホームの認可が下りにくくなっ

た⇒政令により建築基準が厳しくなった為 

 

②選挙に関して、障害者基本法に投票への

配慮の項目が盛り込まれた。県議選などで

は市町村によっては選挙公報の発行がまち

まち。今後全国調査をしていくことを決定 

 

(3)時期大会について 

・期 日：7 月 29 日（日）～30 日（月） 

・開催地：宮城県仙台市 

・内 容：被災障害者の皆さんとの交流 

※八幡さんを通じて地元の当事者団体「た

すけっと」と連絡調整 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者救援活動にご協力を 

被災障害者支援 ゆめ風基金 

障害者救援金送り先 

郵便振替口座 

００９８０－７－４００４３ 

ゆめ風基金 

障害者の自立と政治参加をすすめるネットワーク通信・２０１２年３月号 

 地元実行委員長の日隈さんの開会のあいさ

つに始まり、ゆめ風基金の八幡さんのよる基

調講演に移った。概要は以下のとおり。 

●ゆめ風基金とは？ 

・阪神大震災、１〜２年では終わらなかった。

５〜１０年スパンで震災支援できる団体とし

て立ち上がった。 

・全国から支援・協力をいただいていた。恩

返しをしたいと思っていたところ、 

・福岡の地震、台風で宮崎の被害、新潟の地

震で、障害者が避難所に避難できていないこ

とを実感し、防災を柱に動くことに。 

・そんな時に実際に災害がおきてしまった。 

・日曜日に大阪事務所、月曜日に東京事務所

が立ち上がった。 

・滋賀の佐野さんといっしょに、医療物資を

福島へ届けることに。 

 

●現地の様子 

・3 月 17 日に出発。ガ

ソリンがないからヘルパ

ーが行けない。ALS も困

っている。家族ががんば

っている。ライフライン

がないので、経管やビニ 

ール洗えず、すぐに資材が足りなくなる。 

・3 月 30 日、大阪府社協が現地入り。携帯

電話さえあれば、現地の状況がわかる。 

（２） 

島村富子氏（熊本市西保健福祉センター所長） 

●東日本大震災の救援で、保健師として支援を

した。5 月に１週間、南三陸町に行った。 

●派遣の経緯 

・厚労省の要請で派遣。南三陸町は、11m の

津波。防災センターも被災した。津波によって

川が氾濫。 

・保健師、栄養士、歯科医師、歯科衛生士など

を 162 人派遣。健康調査の支援業務。 

・被災地に迷惑をかけない自己完結型で入る。 

・初動：医療チーム主導で、健康調査。避難所

の要援護者のニーズ把握。全戸訪問でどこに家

があって、住んでいるのか共有。応急対応期４

月〜5 月をへて、復旧期：5 月〜仮設に移ると、

医療チームは撤退。 

●被災地の状況 

・町立病院も仮設プレバブ。救援に入ったイス

ラエルの医師団が設置したプレハブを利用。 

・民生員と保健師で情報共有。 

・育児相談会の企画・開催も。 

・5〜６月に次々仮設がたち、入居

者同士のコミュニティがない状

態。働き盛りの人はがれき撤去。 

・被災地の職員自身も被災者で、土日に休みを

取ってもらうことを提案し実現した。 

●災害支援で気づいたこと 

・日頃から住民同士のつながりなど、地域力を

高めておくことが必要。 

・要援護者の情報は共有しておくことが必要 

（３） 

●今回、東北で何がおきて、何が教訓なのか？ 

・阪神淡路では、震度７で家屋損傷が沢山、圧

死が多かった。コミュニティは保たれていた。

しかし、東北では震度７でも家の倒壊は少な

く、ブルーシートをかけている家も少ない。む

しろ沿岸部の津波被害。住み慣れたコミュニテ

ィを離れての避難生活の人が多い。 

・東北は入所施設志向が強い。ヘルパーがいれ

ば地域で暮らせるという感覚になりにくい。 

・１市町村１社会福祉法人。行政が社福にまる

なげ。NPO が育たない。ヘルパーは社協にし

かない状態。 

・大阪のビッグアイで、防災リーダー研修実施。

参加者 80 人。被災地に行ったボランティアで

も、障害者と出会うことがほとんどなかった。 

・CIL たすけっとに入った。3/11・２時半に

会議中に被災し、すぐに避難所に行ったがごっ

た返していたため、事務所で寝泊まりした。 

・日中に地震が起こったので、家に帰らずに学

校や施設にとどまって避難所スタートした。阪

神では安否確認に奔走したが・・・。 

・徐々に親戚を頼って、障害者はいなくなって

いった。 

・医療と福祉の備品⇒その後食品の支援。 

・体育館に集った障害者は、とても少ない 

・安否確認で「だいじょうぶ？」ときくと「大

丈夫」という。東北の人は我慢強い。 

 

●まとめ 

神戸の長田区はフラッシュバックがあるので、

避難訓練は今でもむずかしい。 

でも、商店街活性化で地域と障害者がコミュニ

ティをつくっている。普段から。 

長野ではエコノミー症候群になった人もいた。

若い人でも避難所で生活できないのは困る。 

だれかをあてにするのではなく、自分の目でみ

て安心することがだいじではないか。原発もそ

う。 

自助・互助ばかりがいわれるが、公助が大事。 

障害者の自立と政治参加をすすめるネットワーク通信・２０１２年３月号 

 
松尾芳美氏（くまもと障害者労働センター） 

・オレンジ村スタッフ。カフェ、名刺作成、人権

啓発、お菓子の製造、イベント販売 

・7 月 10 日から一週間、仙台のたすけっとへ。

被災地障害者支援センターで活動。 

・女子寮は傷んだマンションで不安だった。 

・オリエンテーションを受けて活動。仮設への入

居がはじまっていたため、長期的な視点での支

援。 

・名取市、岩沼市を担当。以前の聞き取り票をも

とに、支援計画をつくった。名取市はコミュニテ

ィごとに仮設入居。岩沼はとりまとめ役がいない

状態。集会所もカギがかかっていた。 

・スロープ付きの仮設を訪問するなどしたら、あ

まり情報は得られなかった。段差も多く、車椅子

で生活できそうにない場所だった。 

・仮設では障害者は生活できないので、施設にい

れたよとの話を何度も聞いた。 

・もし熊本で地震がおきたら・・・を考えるきっ

かけになった。地域のつながりがチカラになる。

前をむくチカラだと実感。 

 

井芹護利氏（熊本県危機管理防災課課長補佐） 

 2 つの資料に沿って、熊本県の防災の取り組み

について報告。 

 

 意見交換の中では多くの角度からご意見が出

され、白熱した議論になった。 

 詳しくは、実行委員会として報告集と提言集に

まとめる予定（５月をめどに） 


