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【代表】入部 香代子（元豊中市議会議員） 

〒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） 

障害者の自立と政治参加をすすめる 

2011年８月号 
東京大会特集号 

.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 1月末に熊本市で開催！  

研修案：①熊本県条例と推進会議の動き ②各地の防災対策 

 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 

【日程】 

７月３０日（土） 於：中野サンプラザ 

12:30 中野駅北口にて緊急フォーラムの街頭啓発 

14:00 緊急フォーラム「被災障害者支援をどうする」 

17:00 政治ネット総会 

19:00 交流会 
 
７月３１日（日） 於：中野区勤労福祉会館 

09:30 障がい者制度改革推進本部の議論(金政玉さん） 

12:00 閉会 

 次回は、来年 1 月末に熊本市で開催すること

になりました。 

 ２日目は、障がい者制度改革推進会議事務局

の金政玉さんを講師に招き、障害者基本法改正

のポイント、障がい者制度改革の大きな流れを

概説いただいたうえで、「障害者総合福祉法（仮

称）骨格提言素案」について集中討議しました。 

2011 年７月 障害者の自立と政治参加を 

すすめるネットワーク東京大会参加者一同 

障がい者制度改革推進会議事務局の金政玉

さんを講師に招き、障害者基本法改正のポ

イント、障がい者制度改革の大きな流れを

概説いただいたうえで、7 月 26 日の総合

福祉部会で公表された「障害者総合福祉法

（仮称）骨格提言素案」のうち、「２．障害

（者）の範囲」、「３．選択と決定（支給決

定）」、「４．相談支援」を中心に基調講演頂

いた後、全般にわたって意見交換した。 

障害者基本法改正のポイント 

以下の文言が明記された。 

・目的のなかに「全ての国民が、障害の有

無によって分け隔てなく」。（政治判断） 

・障害者の定義に「身体障害・知的障害・

精神障害（発達障害を含む）その他の心

身の機能の障害がある者」 

・基本原則に以下のことを明記 

 ①「言語（手話を含む）」 

 ②「合理的配慮」 

 基本的施策の中で 

・複数箇所で「可能な限り」との文言あり 

・以下の項目の新設 

①防災・防犯（政治判断） 

 ②消費者としての障害者の保護 

 ③選挙等における配慮 

 ④司法手続きにおける配慮等 

 ⑤国際協力 

※評価すべき改正点 

 「障害者政策委員会」の設置 

 ・中央障害者施策推進協議会を改組 

 ・地方機関：都道府県、政令市は必須 

総合福祉法骨格提言素案のポイント 

※決定ではなく、今後も話し合われる。 

・障害の定義を「身体的または精神的な機

能障害」とする。国際的にも知的障害は

精神障害に含まれている 

・支給決定は障害程度区分は廃止。本人が

策定したサービス利用計画に基づき支給 

【 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 

辻  こうじ 越谷市議 

石坂 わたる 中野区議 

佐藤 ひろこ 前中野区議 

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 

藤林 詠子  久留米市議 

水田 恒二 伊予市議 

石橋 宏昭 神戸市 

吉井 真寿美 坂戸市 

星野 吉彦 福岡県障労連 

古庄 和秀 大牟田市議 外 

・相談支援には「一般相談」と「特定相談」

を設ける。「一般相談」では、障害に関す

るあらゆる相談に対応する。「特定相談」

では、本人のニーズに応じた福祉ニーズ

に結びつけるための相談に対応する。 

・一定の圏域ごとに、地域相談支援センタ

ー（人口３～５万人に 1 ヶ所）、総合相談

支援センター（15 万～30 万人の圏域を

単位）、特定専門相談支援センター（都道

府県を単位として設置され、障害特性に

応じた専門相談）を配置。 

 

 
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 

 ７月３０日（土）～３１日（日）、猛暑

のなか、東京都中野区に 22 名が集まり、

緊急フォーラム「被災障害者支援をどうす

る」に向けて街頭啓発活動を行いました。

フォーラムには、６０名を超える参加があ

り、満席で成功裡に終わりました。 

 続いて、政治ネット総会を開催し、新規

会員の紹介、防災政策の共有などについて

確認し、統一自治体選挙を総括しました。 

【緊急フォーラムにおける募金箱のご報告】 

街頭 5,793 円、会場 28,329 円 

計 34,122 円に、当会より 15,878 円 

加え、合計 50,000 円と 

でんだ市議事務所の「ゆめ風」の看板を見て 

通りがかりの方が 1,000 円募金して下さった

のを合わせて、8 月 1 日にゆめ風基金に 

51,000円を振り込みました。 

 

 

【編集後記】緊急フォーラムは大盛況。そ

れだけ関心の高さが伺えた。今後の政治ネ

ットの役目は、この関心の高さを如何に社

会化していくかである。懇親会が終るや否

や夜行バスで被災地に帰る八幡さんの背

中を見て、強く感じた。（古庄） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・２０１１年８月号 

【ゆめ風基金理事の八幡さんの基調講演】 

基調講演「東日本大震災被災障害者の復興支援」 

被災障害者支援 NPO 法人ゆめ風基金理事

の八幡隆司さんから約１時間、東北の被災障

害者の現状を聞いた。まず、今回の被害の特

徴を概説。被災地を南北に走る鉄道や高速道

路以東の沿岸部が大きな被害を受けた。また、

震災の発生時刻が作業所などの終る時間であ

ったため、帰宅することができず、作業所等

が避難所となった。行政からの福祉避難所設

置の要請があったためではない。さらに、在

宅福祉よりも入所施設型福祉の利用が多い地

域で、移動支援事業等が極めて少ないため、

八幡さんたちが直接支援に入っている。被災

障害者を継続して支援するには信頼関係の構

築が最も重要と力説された。 

また、今回の津波の被害では要援護者名簿

に基づく安否確認はできなかった。被災者は

家屋自体がなくなり、確認できない状況。 

１．主な活動内容 

  被災障害者の状況調査 

  物資の提供 

  ヘルパー派遣 

  移送サービス 

  相談事業 

  障害者拠点への資金援助 

２．活動の方針 

 障害者一人一人の個別支援を中心 

 長期の支援を行う 

 災害以前よりも豊かな福祉サービスを提供

できる街づくりを目指す 

 地元の活動を大切にし、連携を図る 

 
（２） 

パネルディスカッション「被災障害者支援をどうする」 

被災障害者に向けて医療器具、衛生用品を

送り続けていた前中野区議会議員の佐藤浩

子さん、ALS 患者支援団体の川口有美子さ

ん、障害当事者で計画停電を経験されたさい

たま市議会議員のでんだひろみさん、基調講

演された八幡さんから意見発表があった。 

佐藤さんからは、都市部の帰宅困難になっ

た障害者のこと、停電に対応するため中野区

の在宅の医療機器利用者の実態調査を行っ

たことなどが報告された。川口さんからは、

生命に関わる医療器具、衛生用品を調達し、

被災地に届ける難しさが報告された。さらに

被災地の拠点に届けても、拠点から医療的ケ

アが必要な方の自宅へ運ぶためにガソリン

が必要なことも報告された。さらに、仙台市

でのみ製造している経管栄養剤の製造がス

トップし、海外からの調達に難航。命の綱渡

り状態を支援する日々の報告を聞き、改めて

医療的ケアが必要な方々の災害時支援の難

しさを痛感した。 

続いてでんださんからは、３月１１日当日

の恐怖、余震が起こるときの一人暮らしの恐

怖、計画停電による毎日の生活への影響が報

告された。計画停電の地域が明確ではなく、

インターネットで確認した。ネット環境がな

い方々は困ったであろうとのこと。また、電

動ベッドを使用するため朝に計画停電の時

は朝４時に起き、身支度を整え、夜に計画停

電のときは入浴時間を調整したとのこと。 

今回、久しぶりの公開フォーラムを開い

た。会場の中からは多くの質問が出され、あ

っという間の２時間半であった。これを機

に、各地で防災政策を充実する必要がある。 

（３） 

３．災害時における障がい者支援の難しさ 

①安否確認の難しさ 

 避難所に避難せず、施設を頼る、あるいは

親戚を頼る、自宅が住みにくい状況でも自宅

にとどまるなど被災障がい者の存在がわか

らない場合が多い 

②ニーズの把握の難しさ 

 当事者側 がまん、あきらめ 

 支援者側 ふだんの交流が少ないため、障

がい者が何を求めているかを聞き出すこと

に、時間が必要 

③地元サービスの欠乏と長期支援の難しさ 

 阪神大震災ではニーズも多くあり、地元サ

ービスやヘルパーなどもたくさんあったが、

今回は入所施設中心であるため、地域生活が

充実していくことが難しい。 

④仮設住宅についての課題 

 構造や立て方など、障がい者や高齢者につ

いての配慮がない。入口までのスロープはあ

るが、室内では動けない構造になっている。  

 バリアフリーは建物構造だけでなく、アク

セス、生活支援など全ての面で考える必要。 

 物理的な困難をどこまで補えるかが課題 

 アパート仮設は居住性は良いが、一人一人

の支援についてどう考えていくのか 

 高齢者用グループホームに比較し、障がい

者のためのケアホームなどが非常に少ない 

４．今後の支援の方向性 

４期に分けた活動 

第１期…災害発生後から仮設住宅建設が始

まるまでの、緊急な支援活動を行った時期。 

第 2期…仮設住宅建設が始まり、ほとんどの

人が入居を終えた時期。 

第 3期…仮設住宅の入居が完了し、震災後 1

年目を迎えるまでの時期。 

第 4 期…震災後 1 年目を迎えてから２年目

を迎えるまでの１年間で、復興住宅へ避難者

が移るまでの時期。 

【基調講演のまとめ】被災地での教訓を生か

しつつ、災害時要援護者のための防災・減災

活動なども重視すべきだと思う。 

 

障害者の自立と政治参加をすすめるネットワーク通信・２０１１年８月号 

１．報告事項 

(1)新規加入者の紹介 

・石坂わたる（中野区議） 

・北本節代（玉名市議） 

(2)会計報告 

本大会前の繰越金は、 

現金(22,803)＋通帳(85,567)＝108,370 

本日会費を徴収したが、必要経費も発生。 

財政的に厳しく、今後事務局で協議 

２．協議事項 

(1)緊急フォーラムの総括 

以下の諸点を参加者で確認した 

・今後も継続して防災政策に取り組む 

・防災についての必要な情報はメーリングリスト

で共有するとともに、他のメーリングリストや

各会員の周囲の方々へ広げるよう努める。 

・今後数年間は、政治ネット大会の視察研修内容

の１つに防災関連を盛り込む。 

(2)統一自治体選挙の総括 

・全体的に厳しい選挙戦 

・投票率の低下、特に若年層の政治離れが顕在 

(3)12月の政策研究会について 

・今年で解散の予定 ・石橋宏昭氏が参加予定 

(4)次期大会について 

・開催地：熊本市 

・日程案：①12 年 1 月 21 日(土)～22 日(日) 

     ②12 年 1 月 28 日(土)～29 日(日) 

・研修案：①熊本県条例と推進会議の動き 

②各地の防災対策 


