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みんなで創ろう！
一月二十日（金）埼玉会館小ホール

さいたま市手をつなぐ育成会

宮部 幸子

私たちの期待を担った新法なのに…


障害者自立支援法による障害程度区分判定が始まった頃、娘

が通所する生活介護の施設では、親たちの間で「障害程度区分

イナス要因にしたくない。現在、「骨格提言」について関係機

生まれたいとは思いません。障害があることを生きるためのマ

けること」です。人は誰しも、自分に障害があることを望んで

私たちの願いは「障害があっても地域であたり前に生きてい

ことに安心感が持てると思いました。

いましたが、必要とされるサービスを本人と家族で共有できる

までの障害程度区分では、受けたいサービスが限定されてしま

行われ、本人の選択を尊重するシステムとなるようです。これ

初に本人がサービスの希望を出し、それに対して調整・協議が

ズ評価と支援内容の検討により支給決定がされるそうです。最

度区分ではなく、市町村の「支援ガイドライン」に基づくニー

総合福祉部会でまとめられた「骨格提言」によると、障害程

と理不尽な想いで一杯になったのを今でも良く覚えています。

„

障害者福祉法を！in埼玉


以上でないと施設にいられなくなる」と大騒ぎした時期があ

度区分判定に 誰のための施設なのか、誰のための制度なのか＂

ませんでしたが、本人と家族の気持ちを置き去りにした障害程

りました。結果的には、障害程度区分を理由に退所した方はい

3

関で議論が行われていますが、障害を個人の責任とせず社会全

体で包み込むことで、障

害のあるなしに関係なく、

誰もが住みよい社会にな

れると信じています。障

害のある人たちの人生を

真ん中にして、「骨格提

言」に添った新法の制定

を願っています。
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壇上から各団体の代表9人の方々が、新法に期待する発言がありました
閉会のあいさつは、さいたま市障害者協議会浅輪田鶴子会長

と心配顔でした。準備が整って幕を上げてみたら、客席はほぼ埋まり、遅れた

な寒さの日でした。実行委員たちは、空を仰いで「みんな来てくれるかなあ」

この日は、前日の雪が残っている所にちらほらと雪が降りてくる、凍るよう

しいことです。対策が急務です。

四年連続で三万人を超えました。痛ま

殺者が昨年三万五一五人にのぼり、十

また、精神障害者の人も割にいる自

それから、約七万人と言われている

人たちが上から客席に下りてくるのが見えました。
「何とかしなければ」という気持ちが伝わってくる光景でした。

ように思えません。病院の中に錠をか

えます。高齢者の病床数は減っている

と取り組みをしっかりしてほしいと考

精神障害者の社会的入院を減らす体制
、地域生活の社会資源整備

けて、閉じ込めておく閉鎖病棟から開

、地域移行

、利用者負担

5

放病棟へと改善し、そして、地域での

つのめざすべきポイント

、相談支援

6

生活ができるような、地域医療体制を

○
、谷間や空白の解消

、権利と擁護

7

、障害のない市民との平等と公平

、格差の是正

、報酬と人材確保

8

、放置できない社会問題の解決

、本人のニーズにあった支援サービ

そのために、診療報酬が患者四九人

ス

障害の程度によるサービス利用の規制、

、安定した予算の確保

に対し医師一人でよいなどという精神

10

、支援（サービス）体系

、法の理念・目的・範囲

の柱

「訓練」中心の支援などを抜本的に改

日に行われたNPO

つのポ

○

科特例を廃止して、手厚い医療を受け

 さいたま市障害難病団体協議会

革し、「骨格提言」をふまえた新法、

られるようにしてほしいと考えます。

年 月

渡辺シヅ子

障害者総合福祉法（仮称）の一日も早

平成



、障害（者）の範囲

い制定が待たれます。

つの指針、

の柱をまとめ上げ提言しま

、障害者権利条約

、障害者自立支援訴訟における基本
合意文書

埼玉県精神障害者団体連合会

いけるために、グループホームや地域

活動支援センター、小規模共同作業所

に対し国や地方自治体の十分な支援が

必要だと思います。

いた地域で、精神障害をもつ我子のた

先月の十二月後半に、私が元住んで

わめて不十分です。年令や経験に応じ

持って働いていますが、この待遇はき

している人たちは、献身的に使命感を



めにと福祉会の元会長を十数年前にさ

た賃金が保証出来るように、国や地方

それから、こうした福祉施設に従事

れていた方が亡くなりました。「障害

自治体の支援が必要だと痛切に考えま

保田 三彦

者総合福祉法を！」の強い思いを持ち

私は精神と一級の身体障害の多重障

す。

係者の皆さん、そして、東日本大震災

害者ですが、皆さまに支えられて、地

とても衷心よりお悔やみ申しあげます。 域で生活し続けたいと考えています。

により被災された皆さんに対しても、

ながら、道半ばにして亡くなられた関



また、精神障害者が地域で生活して

、選択と決定（支給決定）

イントと

重ね骨格となる

りは、推進会議総合福祉部会が議論を

障害者自立支援法に代わる制度づく

ルを確認しました。

習 と 共 に 、 各 々 の 訴 え と、大 会 ア ピ ー

名余りが埼玉会館小ホールに集い、学

者総合福祉法」では、それを願う五百

1

○ つの指針

した。

6

地域で生活ができるよう

法人埼玉県障害者協議会主催「埼玉障

「障害」を自己責任とした応益負担、
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充分にしてほしいと思います。

1
3

害者フォーラムみんなで創ろう！障害

私たちのことを
私たち抜きで決めないで

“思 い”
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新法に、骨格提言に
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肩を寄せ合い過ごしたとの事。職員の

きなテントがあり、一晩入所者全員で

があったようです。幸い農作業用の大

外壁や照明器具が落下し、多少の混乱

をたくさん買い込む姿が見られ

喫茶コーナーもあって、お土産

直売店には様々な野菜や加工品、

パン工房、味噲工房もあり、

その後那珂湊のお魚市場に回

ました。

たそうです。日常生活用品が不足する

り、おいしいお魚を堪能しお土

献身的な働きでパニックも起きなかっ
事態では、関西に住む親せきを頼り、

産を買い込んでから、帰路に着

た晩は、建物内部のエアコン・換気

一時支援等が行われています。体力作

み思うことは、外出していて地震にあ

今回の震災を振り返ってみてしみじ

みんなで寝ました。照明は、車のライ

なため農耕用のビニールハウスの中に

や余震がつづいていたこともあり危険

があり、それぞれが持てる力を発揮で

接待する事も含まれる生活作業班など

のと平屋建てであったことが幸いした

物を建ててから一〇年と比較的新しい

施設は、平成十四年の開設であり建

た方だと思います。米とみそは、自分

た。それでもなるみ園は、恵まれてい

らに寒く震災だなと感じさせられまし

ながら誘導しました。深夜になるとさ

まで利用者にはひもじい思いはさせな

浅輪会長、残念でしたね！

突然の出来事で不参加だった

ヤマト便の機転により翌日には届いた

電気もなくガソリンも不足するなど

きました。

ァームなるみ＂と自立可能な人のため
のケアホームを見学しました。

震災をふりかえって
なるみ園施設長

りも兼ねた野菜やシイタケ栽培等に従

いなんとか施設に戻り利用者・職員に

ト。暖房は石油ストーブ。トイレに行

扇・天井などが垂れ下がっていること

事する農耕班、空き缶潰しや農作業を

被害がなかったとの報告を聞いた時は

伸行

助けるエコ班、それぞれの能力に応じ

きるようにという、きめ細やかな配慮

かもしれません。日ごろの避難訓練も

たちが作ったものがあり、慌てて調達
この施設も、東日本大震災の影響を

に感心しました。

パニックにならずに済んだ一つの要素

かったと思っています。
になっているかもしれません。

に走りまわらずに済みました。お陰さ

く利用者には懐中電灯で足元を照らし
何よりうれしく思いました。

峯島

色々不便な思いはしました。震災あっ

とのこと。人のつながりの大切さを改
めて思いました。
ていて、明るく整った二人部屋や、重

施設は中庭を囲むロの字に配置され

十二月十三日総勢二十三名で、茨城

度の方の作業風景も見学できました。
フ

県那珂市にある知的障害者厚生施設

年になるこの施設では、

„

た軽作業をする室内作業班、見学者を

入所、生活介護、就労移行支援、日中

創設されて

説明を受け、建物内を見学しました。

状況、また「震災時の課題」について

に案内されて、施設の沿革と利用者の

予定時刻丁度に到着。さっそく食堂

を訪れました。

その後、車で五分ほど移動して

ー飯塚寿美ー

「なるみ園」と那珂湊にあるお魚市場

災害をくぐりぬけた
施設の見学とお魚市場

受けたそうで、大災害は免れたものの
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あうんの呼吸・インタビュー

父・中野

息子・中野

克美 さん

られたんだけど、盲学校がなじめなか

ジの資格でも取ったらどうかって勧め

勇 さん

中野さん一家の生き方

さいたま市身体障害者福祉協会の新
年会の席で隣に座った中野さんの「家

―ご両親を支えて行こうと思われたん

ーだったんじゃないかって思うんです。

父

ですね。

―奥さんとは・・・・

いますが、そのころ女房と同じクラス

息子

成人式を行ったくらいだったと思

だったんですよ。

れたことではなかったと思いますが、

子どもですからそのような大そ

―へえ、そうだったんですか。やはり

年のころから自分で書いていまし

親父が家はビンボーだったって言っ

くれましたし・・・・難しいものは

たね。叔父さんや叔母さんが面倒みて

校

読み書きや学校の書類にしても、小学

年生までは公立の小学校にい

小さい頃はみえていたようなんで

視覚に障害のある方で？
父
すが、

ったんですね。

って、盲学校に行ったらと勧められた

て、だんだん教科書の字が読めなくな

族のことも取り上げてほしい」と言う
息子

母親曰く、そのころはグレてい

言葉がきっかけで、インタビューが実

もらえなかったの、覚えていますよ。

てましたけど、僕はあめ玉一つ買って

まあ、私のように大人になってから

―買って買ってって、ダダこねたこと

と言っていました。

見えなくなった者は、点字の勉強にし

は？

たそうですよ。
今までできたいたことができなくな

ても一年生からやるのは抵抗があって

息子

―ご両親に障害があると気付いたのは

ことするのって言っちゃってから余計

ですね。いじめっ子に、なんでそんな

ってのストレスでしょうね。

ね。私は点字はマッサージの資格を取

ろがって泣いていたことを覚えていま

三人います。女、男、男です。

僕は苛められている子とか困ってる

息子

―お子さんは？

やってましたね。道端に寝っこ

るためだけに勉強したようなもの

す。
結婚は二十一歳のころでした。

で・・・・。

現しました。
会ってみてびっくり、息子さんの克

浅輪

田鶴子

美さん（四十四歳）は一メートル八十
インタビュア

センチ近い偉丈夫でした。


父 中野勇さんの人生
―中野さんはいつごろから視力が無く
なったんですか
た会社で工業高校を目指しながら仕事

何時ごろでしたか。

なことしちゃったって思ったりし

人とか見ると無関心ではいられないん

してたんですが、何か目に違和感があ

息子

て・・・・

視覚に障害があるということ

って、目に切り粉が入ったんだろうと

とは物心ついたときには理解していま

十八歳のころ、職業訓練所を兼ね

言われて眼科に行ったんですが、過労

した。見える、見えないということは、 ―身内に弱い人、障害のある人のいる

（でも）、障害があるというこ

もあったんだと思うんですが、結果は

余り感じていませんでしたねえ。

息子

せんか。

この年になって見ると、目が不自由だ

―基本は一人ひとりの家族の幸せです

妹がいるんですが、妹もそうで、今

息子

っていうことは、考えようによっては

よね。あなた自身の幸せなんです。

そうなんですか。

ラリーマンだったんだよって・・

より深いところがよく見えるっていう
それから会社の紹介で川越の盲学

障害のある人のそばにいて、何かあ

父

ええ、ありますよ。若い時はサ

家族って、そんなもんなんじゃありま

両眼とも ・02だったそうで・・・・

父

4

意味で、そのような親を持ってラッキ

−4−

4

校に行って、将来を考えたらマッサー

―その話、聞いたことありますか

0
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った時に「そうじゃないんです、ほん
って・・・・

はもう兄貴の子どもがいるからいいや

なくて、一人の蓄積が行政や世論を動

一人が言っても何にもならないじゃ

るようにしてほしいんですよ。

どもたちが何をしたらいいのか、分か

僕らの世代もそうですが、僕らの子

いんですから。

とはこうなんですよ」と言って社会と
父
かすんですよ。

大切なんですよ。

繋げてくれる人、それが家族であって
ツ刈りみたいにすることもあるしね。

男みたいなんですよ。髪はスポー

ほしいですね。

父

―分かりました。頼りにしています！

親を通してでもいいから、言って

息子

それ、その気持ちよく分かりますけ

ですよね。

―そうですね、発信しなきゃいけない

らいたいですね。

障害のある人の方からも、言っても

に何ができるのか、分からない。

すが、それ以上のことになると、自分

父親、母親の手を引くことはできま

僕は、何かしたいと思っても、

―なんか、お子さん二人が両極端みた

ほしいですね。

お父さんとしてはどうですか

息子

僕今、長距離通勤しているんで

よ。

いだけど、面白いんじゃないですかね。 どうしたらいいのか分からないんです

これってしょうがい？
父

まあ、どっちも健康でいてくれれ

息子
ばね。

僕ね、「しょうがいしゃ」って

いう言葉、嫌いなんですよ。
でもね、妹が家に来ると親の顔

―かわいいんでしょう。幾つになって

つきが違いますからね。

小さい時から父親見ても母親見ても、 息子
普通に暮らしているわけですよ。
ご飯作ってくれて、お風呂いっしょ
僕の子どもも幸い何も不自由なことは

ら遊びに来るのも遠慮していることも

に入ってくれて、何も障害ないですよ。 も・・・・
無いし、僕も、今は元気だけれどいつ
あるかな。

僕が親元で家庭を持っているか

障害を持つか分からない。だけど、そ

お兄ちゃんですか。

―妹さんになんて呼ばれてます？

ですね。
息子

の時「障害者」って言われたくはない
―いま、障害の害を平仮名で書くこと

―やっぱりね。アハハハハですね！

息子

障害を身近に感じる者として

兄貴です。

が広がっていますけど、これでは本質
的には何も変わっていませんよね。必
日本語でもいいし、片仮名のこ

要なのは、違う言葉ですよね。
息子
とばでもいいんですよ。

のって、ちょっとためらうんですよ。

でも、僕みたいな体格で言葉掛ける

けるんですよ。

ことばって、大切だと思うんですよ。 すけど、その途中でいろんな人を見か
川口の方です。

―妹さんはどこにお住まいですか。
息子
―おひとりで？

だから、あえて優先席に座ったりする

ど、もう一歩前へ出てください。

未だに独身でいます。

んです。譲りやすいですからね。

息子

息子

―体格なんか気にしないで言いましょ

ほんとにどうしたらいいのか分からな

妹はスポーツ好きで、未だ独身で一
人暮らししています。結婚して子供産

うよ。誰かが言っていくっていうのは

出させてくださいよ。

んだ方が幸せかとも思いますが、子供
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年間、会長と

さいたま市聴覚障害者協会

川津

雅弘

やさしくて偉大だった河合洋佑氏を偲んで
会長

係団体との交渉技術など河合氏の背中

長年の願いであった聴覚障害者情報セ
ンターについて
は埼玉県に交渉

たため、自宅での療養に入られました。

した結果開所す

会も担当し、登録手話通訳者の身分保

るなどされていました。本当に最後ま

ることができま

これらはほんの一部にしかすぎませ

で聴覚障害者の福祉向上について熱く

そのような時でも活動状況を心配さ
る豊かな施設を

ん。河合氏のろうあ運動の成果があっ

障のために支援する会を立ち上げ、国

目指し、特別養

て今の福祉制度があることを忘れずに、 語られていました。

した。高齢者が

護老人ホームな

これからの会員にも繋げていきたいと

との交渉などにも尽力されてきました。 れ、また、引き継ぎのために連絡をと

なふく苑を設立

思います。

内山さんの労災

たされました。

として責務を果

年夏頃から体力的に厳しい状態になっ

で活動を続けられました。しかし、昨

ましたが活動を止めることなく最後ま

河合氏は昨年春頃、病気が発見され

思っています。

私たちが遺志を引き継いでいきたいと

河合氏からの数々の言葉を胸に今後は

謹んでご冥福をお祈りいたします。
裁判を支援する

見守ってくださっている事でしょう。

今は安らかに空から私たちの様子を
し、法人理事長

安心して暮らせ

▲毎年1月に行なわれる聴覚障害者協会の新年会で

を見て勉強させていただきました。そ
のおかげで現在、協会代表として行政
や関係団体などの交渉を進めることが
できるようになったと思っています。
ろう重複障害児の親や学校の先生か
らの要望で、社会資源づくりのための

月 日永眠されました。

今まで聴覚障害者のためにろうあ運

支援に取り組み、毛呂山町にある「ふ

した。
ろうあ運動で何を考

することができました。聴覚障害者の

動に尽力され、福祉向上のため一生懸

立以来

できました。また、設

協会を設立することが

さいたま市聴覚障害者

評価し意見をまとめ、

宮）それぞれの活動を

体（浦和・与野・大

併時には河合氏が三団

います。また、三市合

んもご存じのことと思

されてきたことは皆さ

大宮時代から数々の運動の成果を残

れた方です。

れあいの里・どんぐり」の施設を開所

洋佑氏が昨年

さいたま市聴覚障害者協会顧問河合

河合洋佑氏

命私たちの先頭に立って頑張ってこら

30

えるべきか、行政や関
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創立二十五周年を迎えて
ダウン症連絡会
佐藤美也子


浦和ダウン症児を育てる親の会コス

達も成長したということで、二十五年

誌には載っています。それだけ子ども

のことや兄弟の思いなども今回の記念

した。また、県立小児医療センターの

すよ」と励ましのお言葉をいただきま

けつけてくださり、「継続は力なりで

希望となったようです。

るお母さん達にはとても微笑ましく、

小さいダウン症のお子さんを育ててい

うな顔をして談笑している姿が、まだ

来るご家族へと引き継いでいくために、

症の赤ちゃんをだっこしてコスモスに

これからも生まれて間もないダウン

大橋先生や、障害者協議会からは副会

長の飯塚さんにもご出席頂き、温かい

の年月の重みを感じます。
また、記念誌を作成しながら、先輩

方の歩んでこられた月日に思いを馳せ、 お言葉を頂戴致しました。ありがとう
ございました。

今、私たちは先輩方が積み上げて下さ

その努力のおかげで今があることに改

普段よりちょっぴりおめかししたダ

ったものを大切に、コスモスらしく活

モスは、たくさんの方に支えられなが

ウン症の子ども達は照れくさそうな笑

動していけたらと思っています。これ

めて感謝しております。
コスモスは十年ほど前に、日本ダウ

顔で、成人したダウン症の人達はアル

ら、お陰様で創立二十五周年を迎える
ン症協会埼玉浦和支部になりました。

からもよろしくお願いいたします。

ことになりました。
二十五年と言えば四半世紀です。大

コールの入ったグラスを片手に得意そ

難聴会の活動のひとつに市障協へ参

頂き、閲覧に供しています。

ます。各区役所支援課等に常置させて

して会報、「彩のみみ」を発行してい

お祝いの会には理事長の玉井先生も駆

池澤 五郎

きな区切りの年ということで、足かけ
二年がかりで記念誌作成とお祝いの会
の準備を進めて参りました。

団 体 聴こえないけど話せます
十周年記念誌の時にはなかった就労
さいたま市難聴者・中途失聴者協会
紹 介


も同じではないでしょうか。

いています。その点ではどこの団体で

生に伴う行政区の変更によるものと聞

分家したのが十年前。政令指定都市誕

が埼玉県難聴者・中途失聴者協会から

原因でもあるのです。聴こえない人は

分だと思いますが、それが又、誤解の

は、難聴者は、言葉を話せる人が大部

の元にもなっていると思います。更に

一見では障害者には見えないのが誤解

私達は、見えない障害とも言われ、

先日、市障協主催、聴覚障害者協会

の中で行っています。

志の「赤飯」の販売なども「つどい」

ーク・グッズの販売とか、女性会員有

加させて頂き、難聴会のPRと、耳マ

週間記念行事「市民のつどい」にも参

「手話教室」などを開催。又、障害者

加させて頂き、市障協主催の家族教室

私達の協会は名前の通り、耳の聴こ

言葉を話さない、話せる人は聴こえて

主管の「救護教室」に参加、緊急時の

因で難聴になりました。

えが悪い人、聴こえない人達の集まり

いる、という一般の人の考え方なんで

救命、救護について勉強する機会があ

さいたま市難聴者・中途失聴者協会

です。

すね。最近は少し見直されては来まし

りました。難聴会も聴覚障害者協会も、

生れた時から聴力が弱いとか、大人

たが・・・

使用、人工内耳の装着手術など。情報

聴こえない耳への対応は、補聴器の

すが、そういった各団体間の交流が多

は同じような障害を持つ人達の団体で

聴こえない、聴こえづらいという点で

になってから何らかの病いが原因で難
私の友人は結核の薬の服用で、病いは

の収受は、手話、読話、要約筆記など

聴になったという人も多いと思います。
治ったのですが軽い難聴が残り、今は

くなれば他障害の事も、理解が進むの

ではないかと思いました。

があります。

私達は難聴者の重要な情報発信源と

老人性難聴も加わり補聴器を使用と言
っています。私も、メニエール病が原
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お料理も雰囲気も楽しめました

・

のこ

食事をしながらの皆さんの話題はと

交流会を楽しみにしています。

和やかに、新年団体交流会 二〇一二年一月二四日
朝起きてみると、前夜からの雪が数
センチ積もっていて、一面の雪景色。
言えば、何と言ってもあの
と。人々の一生のうちでもめったに遭

年に一度の新年団体交流会の日だと
言うのに、何と生憎なことでしょう。
原発の事故の被害が合わ

ついに関東南部地域のわが町「さいた

記録的な大雪をもたらしていますが、

左右する「障害者制度改革」のこと。

そして障害者の今後の生活を大きく

さったのですから無理もない話です。

言」を受けて厚労省がどんな法案を示

「障害者総合福祉法（仮称）の骨格提

れに福島第

ま」にも積もったか！と考えてしまい

すのか、強い関心を持つ人が多いのも

改革推進会議」の「総合福祉部会」が

ました。
一方、東京地方に雪が降るのは「春

少しアルコールが回ってくると、お

当然でしょう。

内閣府に設けられた「障がい者制度

覆っているとかで、日本海側の各地に

遇することがない大地震と大津波、そ

11

この冬は、寒気団が広く日本列島を

3

委員五十五人の総意として纏め上げた

口は滑らか、話は柔らかになり、交流

会の雰囲気も盛り上がってきたところ

で、恒例のアミダくじ抽選会となりま

東日本大震災から一年、遠くにいて
も被災者の胸の内の重いものはこんな
短い期間で消えるものではないという
ことがひしひしと伝わってくる。
むしろ、一年経ったから明らかにな
った政府の危機管理の危うさ、数々の
対応の失態、国民として私たちは何を
託したのか、情けなくて涙もこぼれな
い。
威勢よく「障害者自立支援法は廃止
します」と宣言した長妻元厚生労働大
臣は今どこで何をしているのか。
にっぽん丸はかじ取りを失い、難破
船となって放射能を浴びながらただよ
っているだけなのか‥
なんて考えると気が滅入るだけ！
今、私たちにできることは何か、き
ちんと考えて前へ進みましょう。
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1

の訪れ」との見方もあり、嬉しい兆し
なのですが、身体に何らかの不具合を
抱えている障害者仲間にとって、雪は
大敵。出掛けようとする時の苦労は何

彰

A

この会報は、共同募金の配分を受けて発行されています。

した。

係りの人がアミダの線をたどって行

くのを見ながら皆さんハラハラドキド
キ。

パンパカパーン！今年の特等賞は！

な・何と、私の選んだ番号が当たっ

たのです。「こいつは春から縁起がい

いわい」と浮かれてばかりでは申し訳

ない気がします。この幸運を少しでも

被災地の方へと思い、相当額を被災地
募金に入れさせていただきました。
平林

障害者（児）の生活と権利を守るさい
たま市民の会 
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大抵ではありません。
幸い、集合時間の前ごろには日陰以
外の道路は、普通に歩くことができる
状態になり、予定された皆さんが元気
に顔を揃えてくださいました。
回

今年も会場はパレスホテル大宮。ク
ラウンレストランは一昨年に続き

ょっぴりリッチな気分も味わえるこの

さんと共に楽しく食事をしながら、ち

りがたいことです。ですから私は、皆

り、両手とも不自由な私にはとてもあ

お箸でも食べやすいような気配りがあ

目です。フレンチのフルコースですが、

2
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