
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者の自立と政治参加をすすめるネットワーク通信・２０１４年春号 

【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）

〒836-0041 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 

2014年春号 
広島大会特集号 

障害者の自立と政治参加をすすめるネットワーク 

２月１日（土） ※会場：広島市中区地域福祉センター 

13:00 政治ネット総会 

15:00 「ひろしま菓子博 2013 から障害者差別事例を学 

び合おう」（障害者生活支援センター・てごーす共催） 

18:30 交流会（かっぽうぎ 広島中町店） 
 
２月２日（日） ※会場：広島市中区地域福祉センター 

09:00 各地の先進的な政策等の情報交換 

12:00 昼食（お好み焼き・鉄板焼き 蔵屋） 

13:00 オプショナルツアー（平和資料館、原爆ドーム他） 

 

次回は、7月か 8月に大阪府豊中市で開催します 
・初代代表、入部香代子さんの 1 周忌他 

てごーずさんとの共催の「ひろしま菓子博

2013 から障害者差別事例を学び合おう」は

50 名近くの参加があり、議論が白熱し、タイ

ムオーバーになりました。 

 交流会には、現地広島からの参加もあり、新

たな交流の輪が広がりました。 

今回は、集会に参加された山名さん、頼尊（よ

りたか）さんが一般会員に入会されました。会

員以外の参加もあり密度の濃い 2 日間でした。 

2 日目の情報交換も議論が白熱し、タイムオ

ーバーになりました。 

次回は、今夏、大阪府豊中市で開催します。 

 2014 年 2 月 広島大会参加者一同 

【 広島 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 

藤林 詠子 久留米市議 

北本 将幸 玉名市議 

安部 都 長与町議 

村上 博 熊本市 

小井戸 恵子 高崎市 

山名  勝 大阪市 

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 

で、重度訪問介護を提供する事業所がない

ため、経過措置として介護保険の申請をせ

ず、障害福祉のみを利用する人も数名。ま

た、浜松市では、障害入所施設利用者が 65

歳になった途端、高齢者施設に強制的に転

居させられた例もあり。 

・傳田（代表） 私自身 65 歳になって介護

認定受けた。これまでは障害程度区分４。

要介護判定は、要介護１だったので、驚い

た。予想は、2 か 3 くらいかなと思ってい

た。再認定で要介護 2 になった。一応ぎり

ぎりの支給。移動支援が心配だったが、従

来の 100 時間をそのまま受給。さいたま

市では、不足分は、障害福祉できちんと補

うようにしている。介護保険に移行して問

題になってるところはない。施設を移すこ

ともない。ただ、介護保険になると、利用

変更はケアマネを通すので面倒くさい。 

・松尾さん（てごーす） そもそも 24 時間

介護を必要とした脳性まひ当事者が 65 歳

になり、介護保険利用となるために法人化

した。Ｓさんは 65 歳になり年寄扱いされ

たくないとして介護保険の申請をせず、交

渉を繰り返したが、昨年８月に本人逝去。

岡山では裁判に（2014.02.03.読売参照） 

・齋藤（名古屋） 併用は認めているが障害

予算が毎年 30 億円ずつ増え続け 300 億

円になる。 

※そのほか、大都市では貧困ビジネス的な事

業所もある。埼玉県ではそれを規制する条

例を制定。介護保険では電動車いすもレン

タルになる問題もあり。 

結論は出なかったが、65 歳を境に、障害

サービスの上乗せで格差があるのは不公平な

ので、高齢者にも移動支援等を創設する等の

抜本的な検討が必要ではないかと総括した。 

 

 ２月１日（土）～２日（日）、全国から

１１名の仲間が広島市に集まりました。 

 総会では、初代代表の入部香代子さんの

急逝に伴う役員人事を協議し、 

・新代表・・・でんだ ひろみ 

・新会計・・・ふじばやし 詠子 

・事務局留任：（さいとう、ふるしょう） 

・事務局補佐：北本 将幸 

に決まりました。 

 役員、事務局一同、会の運営に精進しま

すので、よろしくお願いします。 

 また、年会費に 3,000 円を新設し、旅

費、宿泊費の補助もなくしました。 

【事務連絡】①役員改選、規約変更などは、

ホームページでご確認ください。②会費未納

の方には会計より連絡あり。③３月までにメ

ーリングリストを freeML に移行します。 

●自己紹介（時間の都合で新人のみ） 

・安部都長与町議 長崎県で初めての車い

す議員。政務活動費もない。視察等に必

要な介護者も付けられない。政治ネット

として協力し、事務局にも他の議員にも

介護者の必要性を理解して頂く取り組み

が必要。近いうちに長与町で大会を開く 

・北本将幸玉名市議 昨年10月に初当選。。

両親とも障害当事者、母は前市議で当会

会員の節代。当事者目線で福祉のまちづ

くりを推進していきたい。 

・山名勝（大阪府） ハンドルつき電動車

いすでは鉄道を利用するとき制限が多

い。バリアフリー新法のハード整備補助

金（駅のエレベータなど）の負担割合は、

国、市、事業者で 3 分の 1 ずつと決まっ

ているが、条例で上限を設定している自

治体もあり。大阪市では1200万円上限。

各自治体の状況を教えてほしい。⇒参加

者の知りうる範囲では該当自治体なし。 

●各地の情報交換 

・村上博（熊本市） 手に障害があり ATM

が使えない人が、銀行でお金を下ろす時

に代筆でも不可になった。他都市の状況

は？⇒明確な回答はなし。 

・小井戸恵子（高崎市） その後の報告あ

り。医師の勧めで、環境を変える為、引

っ越した。引越先の議会棟が建て替えら

れる際、エレベータは不要とのことだっ

たが、エレベータがついた。通信制の大

学院で障害者の政治参加を研究中なの

で、皆さん協力を！⇒当会として協力し

ていくことを確認 

●介護保険と障害福祉併用について 

・古庄（事務局） 別紙資料に基づき説明。

大牟田市では、国庫負担基準を超えた

H21 以降、重度訪問介護等の上乗せが厳

しくなる。神戸市では、介護保険事業所 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者の自立と政治参加をすすめるネットワーク通信・２０１４年春号 

（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・２０１４年春号 

 

中国新聞 

2014年 2月 2日 

 広島県内にとどまらず、大阪や大牟田市か

ら 50 名近くの参加がありました。 

第 1部：松尾さんからの基調報告 

 ひろしま菓子博において、電動車いすは、

手動車いすに乗り換えるとの差別的な取扱い

を受けた経過を報告。相次ぐ抗議、要請で、

介護者がつく、周りに監視がつくなど条件付

きで電動のままの入場を認めた経過も報告。 

 実際に電動に監視がついた映像をもとに解

説。映像には、ガードマン、ボランティア 3

人。「いらない」と言っても、ガードマンが後

ろから付けてくる異様な様子が写された。 

 電動から手動への乗り換

えルールを決めたのは、イ

ベント企画会社ＴＳＰ太陽

の部長さん。自身の実母の

介護体験から、混雑時には

車いすを押すのも大変なの

で、電動車いすの運転はな 

おさら大変だろうとの思い込みによって作ら

れたもの。電動車いすに乗る当事者に確認せ

ずに企画をすすめたのが間違い。さらに、行

政からの出向の事務局もそのまま採用。 

 2 年後に施行する障害者差別解消法に照ら

すと、明らかな差別的取扱いにあたるが、こ

の法律でも救済機関が明記されていない。今

回のようなケースの相談をどこに持っていく

かが今後の課題。 

日時 ２月１日（土）１５時～１７時    場所 広島市中区地域福祉センター 

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 特定非営利活動法人 障害者生活支援センター・てごーす 

① 基調報告「ひろしま菓子博 2013における電動車いす利用者への差別的取扱いの振り返り」 

報告者：松尾 晴彦さん（障害者生活支援センター・てごーす） 

② シンポジウム「ひろしま菓子博 2013から学んだこと～障害者差別解消法施行に向けて～」 

 ・現地当事者の立場から・・・川本 澄枝さん（障害者生活支援センター・てごーす） 

 ・現地支援者の立場から・・・中島 康晴さん（広島県社会福祉士会 会長） 

 ・現地市議会の立場から・・・太田 憲二さん（広島市議会議員） 

 ・障害者政治ネットから・・・古庄 和秀さん（政治ネット事務局員、大牟田市議会議員） 

 ※コーディネータ   ・・・齋藤 亮人さん（政治ネット事務局長、名古屋市会議員） 

第２部：それぞれの立場からのシンポジウム 

●現地当事者の立場から：川本 澄枝さん 

開催初日に電動の人が拒否さ

れた。次の日その話を聞いた。

あんまり興味なかったが、抗議

文持って参加しにいった。実際

参加してみて、実行委員の体質 

の悪さに対して、これではいけないと思い、

公開質問状を出した。30 分で終わろうと思っ

たけど、ホームページ書かれていた電動車い

すの拒否の文を削除してほしいといったが、

なかなかいろいろ理由をつけて話が進まず、 

 

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 

３時間くらいになった。ちょっとしたことで

もバリアになると感じた。 

●現地支援者の立場から 

中島 康晴さん 

広島県社会福祉士会から

声明を出した。過激な内容

だとの意見もあり、協議し

て出した。声明なので、 

どこかに対して回答などを求めたものではな

い。社会に対して発信していくこと、アクシ

ョンを起こしていくことが大切。社会学者ゲ

オルク・ジンメルは「排除されていないもの

は包括されている。」と言っている。いじめで

傍観者は、加害者に回っている。障害者に対

しても同じ。声明文が過激と言われるが、ソ

ーシャルワーカーとは、人々の権利侵害を予

防、自己決定の保障、これを実現するには、

これをできる社会を創っていく、社会変革を

していく必要がある。そのような活動により、

あるべき社会に戻っていく。職場は、ＮＰＯ

「地域の絆」。普段の活動でどうやって社会を

変えていくか、地域の方たちと関わり、接点

を作っていく。体験的な学習が必要。 

●現地市議会の立場から 

太田 憲二さん 

正直耳を疑った。事務局は最後ま

で差別を認めない。グレーソーンで

終わった。経済界出身の事務総長

は、意味は解っていたが、広島県、 

市、障害福祉課はチェック機能を果たしてい

なかった。菓子博は終わったが、議会として

の仕組みづくりが必要だ。道路でも同じ、小

さい段差でもダメ。すべての行政分野におい

て、障害に関する、マニュアル作り、基本つ

くりが必要。出来るだけ多くの障害団体に聞

くことが必要。議員の立場から仕組みを考え 

ていければいいと思う。 

 

 

 

●障害者政治ネットから 

古庄 和秀 なぜ解決しなか

ったかというと、立ち位置の違

い。向こう側は、思いやりのつ

もりだったが、こっちのこと知

らないままの思いやり。所謂、 

パターナリズムの典型例。こちらも正しく伝

えられてないのかもと反省。正しく伝える努

力が必要だと改めて痛感した。 

障害者差別解消法ができ、差別のものさし

ができた。菓子博の問題からこれだけの仲間

ができたことを前向きに捉え、新しい社会づ

くりを考えていきたい。 
 
※その後、会場から様々なご意見を頂き、発

言者からも、それぞれの立場から差別のな

い共生社会を作っていくには、幼いころか

らの共に学ぶ環境づくりが必要だという前

向きな発言があり、成功裡に終わった。 


