
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者の自立と政治参加をすすめるネットワーク通信・２０１６年冬号 

 

【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 

2016年冬号 
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 

１月１４日（木） ※会場：羽田空港内会議室 

13:30 航空会社との意見交換（15:00現地解散） 
 
１月１５日（金） ※会場：参議員会館 B109会議室 

10:00 国土交通省との意見交換 

12:00 昼食・歓談 

13:10 参加者の自己紹介、政治ネットの説明 

13:30 厚生労働省との意見交換 

16:10 全国菓子工業組合連合会との意見交換 

    （全菓連ビル、傳田、藤林、古庄、山口） 

18:00 交流会（ホテルルポール麹町 B１「ピアッツァ」 
 
１月１６日（土） ※会場：ホテルルポール麹町 会議室 

09:00 総会 

09:40 参加者による政策に関する意見交換会（12:00解散） 

意見交換の機会を持ちました。 

  ２日目は、民主党の田城参議院議員秘書の

佐々木さんのお取り計らいで、参議院会館にお

いて、国交省、厚労省と意見交換しました。 

 その後、代表者 4 名で、全国菓子工業組合連

合会を訪問。ひろしま菓子博 2013 において、

電動車いすとベビーカーを入場制限されたの

で、2017 年に開催される「お伊勢さん菓子博」

では特定の方を制限することがないように要

望行動。万全な対応をされるとのことでした。 

 最終日は、総会と意見交換会。総会では、省

庁との意見交換や要望は続けるべきであるが、

テーマを絞り、会員自治体間のデータを持ち寄

り、より現実的な事態を伝え、予算、制度変更

等に反映できるように改善していくことを確

認しました。その後の政策や意見交換では、当

事者議員の介護保障や情報保障のあり方をは

じめ、多くの課題や意見が出され、今回も 3 時

間では時間が足りず、十分な議論ができず、終

了となりました。 

2016 年 1 月 報告 事務局員 古庄 和秀 

【 東 京 大 会 参 加 者 】 

さいたま市議 傳田 ひろみ 

熊本市議 村上 博 

長与町議 安部 都 

熊本県議 岩田 智子 

茅ヶ崎市議 豊嶋 太一 

久留米市議 藤林 詠子 

大牟田市議 古庄 和秀 

坂戸市  吉井 真寿美 

北区議  斉藤 りえ 

足立区議 市川 おさと 

玉名市議 北本 将幸 

アクセス/ジャパン  今福 義明 

埼玉障害者市民ネットワーク 大坂 富男 

埼玉県移送ｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄﾜｰｸ 笹沼 和利 

茅ヶ崎市議 和田 清 

元富岡市議 小井戸 恵子 

DPI 日本会議 佐藤 聡 外 

字受験が始まった。障害がある職員への配慮

の必要性を人事課、福祉課、職員厚生課に伝

え、明石市、新潟市へ視察に行ってもらった。 

北本玉名市議 新幹線の新玉名駅のホームが

無人化されることが報道され、市民の中には

あたかも無人駅になるのではないかと不安が

広がっている。市民の不安を払拭するととも

に、身障連会員とともにＪＲ九州に対しホー

ムの無人化の中止を求めていく。 

豊嶋茅ヶ崎市議 発達障害の親の会からの日

中一時支援事業の陳情に対応した。避難所が

スポーツセンターの２階にあり、緊急時には

障害者は避難できないこと指摘した。現在は

自費で雇用する議会活動に必要な介護者の費

用について、議会で予算化されたいと要望中。 

※本会員の資料提供と、継続した支援を確認。 

今福義明 長崎県の車いす利用者から自宅近

くのバス停で乗降車できないとの相談があっ

たが、差別ではないか。解決すべきだ。 

増沢（斉藤北区議秘書） 昨年初当選し、区

議会に音声変換システムが導入された。変換

率は議場では 90%を超えるが、委員会室で

は 60%程度と低いので、要約筆記で補完す

る。増沢秘書がサポートするが、要約筆記は

１時間が限界。来賓出席等に同席できないこ

とも課題。秘書の人件費の一部は政務活動費

を使用。本会に入会し、相談していきたい。 

岩田熊本県議 平野みどりさんの後継として

入会。本当に勉強になる。特別支援学校、学

級の子どもたちが増えている現状があり、今

後も連携していきたい。 

 1 月 14 日(木)～16 日(土)、障害者の自

立と政治参加をすすめるネットワーク東

京大会を開催しました。 

 北区議の斉藤りえさんやアクセスジャパンの

今福さん２名の新会員に加え、DPI 事務局

長の佐藤さんはじめ複数のオブザーバー、

介添人含め、２５名の参加がありました。 

  １日目は、障害者差別解消法が４月か

ら施行され、パラリンピックに向けての準

備も必要なことから、ある航空会社との 

総会の報告（16 日（土）午前） 

１．報告事項 

（１）九州ブロック大会、事務局会議 

（２）茨城県教育委員会への要望書 

以上は要綱参照 

（３）航空会社との意見交換 

（４）全国菓子工業組合連合会との意見交換 

以上は前頁参照 

（５）まねき猫通信への連載 事務局で対応 

（６）会計報告  繰越金が１７万円超に 

（７）その他 省庁対応は要望項目を絞り、

会員自治体の実態調査を含め、現実を伝える

方策を考え、改善していく必要あり。定期的

に要望書を作成し、関東ブロックで提出して

もいいのではないかとの方向性となった。 

２．協議事項 

（１）政治ネットの今後の方向性 

 関東地域の会員が増えたため、関東ブロッ

クを結成する方向性を確認。一度、集まり、

事務局体制を含め、確認する。 

（２）今後の大会について  事務局一任 

（３）役員、事務局体制  留任 

会員同士の意見交換 

安部長与町議  防災対策などを質問。

JINRIKI（じんりき、けん引式車いす補助装

置）を導入する自治体が増えている。低価格

なので、各地でも導入を検討されたい。県条

例では相談も増えている。例えば、電動車い

すで芝生に入れないことは差別ではないか

との相談があり、芝生に入れるように勧告。

障害児の個別支援計画作成について、保護者

からセルフプランよりも相談支援事業者に

よる作成を求められた。 

藤林久留米市議 セルフプランを重視する。

保護者がセルフプランを立てられるように

情報提供していく方が重要。採用試験は点字

受験が始まった。介助なしで業務可能という

条件を除外すべきと提案しているが難航中。 

傳田代表 保護者の人権意識が弱くなって

いる。明るい話題としては、中学入学時に特

別支援学校から通常学校に転校できた。 

市川足立区議 障害がある職員とない職員

との研修の受け方に差があることを精査中。 

村上熊本市議 新しい特別支援学校を建設

中。共生教育の必要性がある。採用試験は点 

 

 

【編集後記】２５名の参加があり、新規会員

もあった。差別解消法施行という大切な時期

に本会の拡大は大変喜ばしい。この好機に会

員相互の連携を深め、共生社会を実現したい 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者の自立と政治参加をすすめるネットワーク通信・２０１６年冬号 

（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・２０１６年冬号 

 

 冒頭、傳田代表の挨拶のあと、

今回の貴重な機会を設けて頂い

た田城郁参議院議員にご挨拶頂

き意見交換に入りました。 

 それぞれ事前質問への回答に 

続き、意見交換しました。【田城郁参議院議員】 

 本会としては、各地の障害者の現状を伝え、

少しでも制度改善に向けた取り組みになるよ

うに企画しましたが、残念ながら屈託のない

意見交換の場には程遠いひと時でした。次回

からはテーマを絞り込み、会員自治体の実デ

ータをつけた要望書を作成し、回答を求める

等の工夫をしていく必要性を痛感しました。 

●国土交通省【対応者】 

・総合政策局 安心生活政策課 

 東野課長補佐、駒田主査、丸山係長、堀内係長 

・鉄道局 技術企画課 村田課長補佐、佐藤係長 

 都市鉄道政策課 駅機能高度化推進室 宮田専門官 

内閣官房 

オリパラ推進本部事務局（東京オリンピック競技大会

パラリンピック競技大会推進本部） 名畑参事官補佐 

（１）障害者差別解消法ガイドライン 

 今年 4 月から施行予定。内容実現のために

は、政府は昨年 2 月に閣議決定してガイドラ

イン発表。パブリックコメント、ヒアリング

など参考にして作成。 

職員向けの対応要領は 7 条からなっている。

職員に周知徹底していく。事業所向けもある。

国交省に相談窓口設置。 

事前質問への回答 

①対応指針は、所管部局から各団体に対応指

針の内容説明している。個別に各団体からの

説明会の要望は来るが、具体的な相談はない。 

⑤救済機関は所管が違うので答弁できない。 

⑥合理的配慮が対応できない部分、今後具体

例が出てきたら対応していく予定。 

③④はバリアフリー法の範疇。 

 

日時 １月 15日（金）１０時～１５時 

場所 参議院議員会館 B109会議室 

自由な意見交換 

佐藤 ガイドラインは他省庁よりいち早く素

案を出して頂き、かつパブコメの修正も４８

か所にもおよび心より感謝。ただ、鉄道駅の

段差解消、ハンドル型電動車いすが利用でき

るよう統一されたい。 

大坂 駅の無人化は省力化、合理

化の一方で、障害者が利用しづら

くなり、バリアフリーに逆行。 

国交 可能な限り配慮していく。 

ＪＲ 車いすの方を２０分以上待たせること

があるのは事実。合理化で職員が足りない。 

豊嶋 グリーン車には車いすの場所がない。 

国交 国交省として場所まで決められない。

ＪＲには伝えていく。 

市川 ＪＲに言えないことはないと思う。 

今福 各車両に車いすの場所がないこと、駅

で待たされること自体が差別。ガイドライン

を改善されたい。 

国交 今後の見直しの時に考える。 

斉藤 精神障害の運賃割引が少ない。 

国交 事実だが、近年は増えてきている。 

（２） 東京パラリンピックに向けての見解 

ハード、ソフト両面の更なるバリアフリー化

の推進を進めていく。東京が最先端ユニバー

サル促進地域になることを目指していく。 

ハード面：成田、羽田からの交通ｱｸｾｽの向上 

ソフト面：心のバリアフリー、学校教育など 

自由な意見交換 

村上 具体的に新橋駅周辺は坂も多く、階段

も多い。トイレも鍵や鏡の位置が悪く使い勝

手が悪い。当事者の声を聞くべきでは？ 

国交 新築時は意識が高くなっている。改修

時もガイドラインはみているとは思う。 

市川 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝはテナント店舗には未適用 

安部 車いすの方がバスツアーを断られた。 

国交 無条件に断るのは悪質な業者。差別解

消法が４月施行なので、少しずつ変わると思

う。 

（３）浦上駅のバリアフリー対応 

村上 別紙に基づき、経過を説明 

国交 バリアフリー指針をもとに自治体に

は、伝えている。 

村上 今後も障害者が無視される工事が進

められていくことが怖い。 

国交 国の補助金での工事は、相談、協議、

指導があるが、県工事には関与しない。 

村上 ４年間も障害者が利用できない。長崎

県だけの責任か？ 

国交 県の責任だけではないが、採択は県。 

村上 県と意見交換はされるのか？ 

国交 長崎県とはできるが、すべての自治体

とできるかどうかははっきりしない。 

村上 本会の長崎大会がなければ、利用でき

ないままだった。このようなことに対応でき

る体制が必要ではないか？ 

国交 長崎県と協議していく。 

安部 エレベータがつくまでは人的な対応

で恐怖感もある。長崎駅までの車での送迎な

どの検討も協議されたい。 

市川 各鉄道事業者に周知し、再発防止を 

国交 伝えていく。 

藤林 行政がエレベータをつけることは当

たり前という考え方が必要。 

国交 補助金は適正と考える。 

古庄 各地で高架化工事がされている。同じ

ようなことが起こらないように対応できる

体制を作ったら、文書で回答されたい。 

傳田 昨日、ある航空会社と意見交換し、国

交省に伝えられたいと言われた点を伝える。 

・羽田－成田間のリムジンバスの低床化 

・機内にフルリクライニングシートを設置す

る際の審査の簡素化と助成措置の検討 

 

 

●厚生労働省【対応者】 

・社会・援護局障害保健福祉部 

 障害福祉課企画法令係   遠藤万純様 

 障害福祉課訪問サービス係 山田友梨様 

 障害福祉課相談支援係   猿渡進平様 

（１）６５歳問題について 

 事前に質問していた社会保障審議会障害者部

会の総合支援法３年後の見直し報告書に関する

５つの質問については、報告書を受け今後検討

していくとの答弁にとどまった。介護保険対象

者の不足するサービス分の障害福祉による上乗

せについては、実際にはあまり行われていない

ので、今後検討していくとの答弁あり。 

 さらに、介護保険移行後の個々の実態は調査

していないと明言。 

 ６５歳になった途端、車いすも補装具の支給

から介護保険によるレンタルになり、身体にフ

ィットした車いすを作れないなど、実体験に基

づいた報告もあったが、誠実な答弁はなかった。 

（２）障害者虐待の現状と課題について 

 虐待に関する平成 26 年度の調査結果につい

て詳しい説明あり。その後、様々な意見交換が

なされた。その中で、①当事者が虐待に気付く

ような研修の開催、②虐待を通報した職員が解

雇などの不利益を被らないよう虐待防止法で定

められていることを再度周知されたい 

との２点の要望があり、具体的な回答も求めた。 

 翌週１８日に猿渡進平さんから電話があり、

上記の１点目は今後検討、２点目については全

国会議等で周知徹底する旨の報告があった。 

全国菓子工業組合連合会を訪問 

ひろしま菓子博 2013 において、電動車いすと

ベビーカーを入場制限されたので、2017 年に

開催される「お伊勢さん菓子博」では特定の方

を制限することがないように要望行動。専務理

事、事務局長に対応頂き、「広島での制限で不愉

快な思いをさせたことは、三重の事務局にもき

ちんと引き継がれている。伊勢市はバリアフリ

ーツアーのＮＰＯがあり、十分なおもてなしが

できると確信している。是非おいでください。」

と非常に和んだ雰囲気で懇談できました。 

 

航空会社との意見交換 
９０分の意見交換の中で、バッテリーが日々

進化し、すべてを熟知することは困難なた

め、ﾒｰｶｰとの意見交換が必要なことや機内で

のお手洗いが気になるなどの率直な意見交

換ができました。帰りの機内ではお手洗いの

お声掛けを頂き、対応の早さに驚きました。 


