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新しい民主党代表に野田氏が選出され、総理大臣となること
が決まりましたが、震災復興にどのような意気込みで立ち向か

われるのか、同じ器の中での云々はさておき、被災者目線で
復興対策に取り組んで頂きたいと願うばかりです。 

 

防災週間 

いままさに、台風12号が日本の中心部をめがけて北上してきており、

名実ともに今年も台風の襲来する季節がやってきました。 

現在では気象学が発達し観測技術も高度に発展していることから、

台風の接近の時期はかなり正確に予測できるようになり、このため台

風による被害も昔に比べれば遙かに少なくなってきてはいると思い

ますが、人工衛星や高層の雲のレーダー映像などを活用できなかっ

た昔は秋に訪れる台風は それは恐ろしい存在だったでしょう。 

防災対策と言えば、東日本大震災でお手本となったのが、岩手県釜

石東中学校と鵜住居小学校の児童生徒たち。津波は隣り合って立

つ校舎の３階まで襲いかかったが、児童生徒６００人は全員無事に

非難できた。中学生と小学生は合流して一キロは離れている高台に

一斉に走って逃げたという。途中迫りくる波を見て即座に高台頂上

へ逃れ、その１０分後に校舎は波にのまれたという。 

これは強運というよりは、日ごろからの訓練の賜物にほかならないと

断言できます。今年の９月５日までの防災訓練では、おそらく緊張感

に満ちた訓練が各地で行われると思いますが、台風、地震、津波、

そして火山噴火などの自然災害は、障がいのある者、特に肢体不自

由児並びに肢体不自由者にとっては大敵です。日頃より綿密な防

災対策と避難場所、避難ルートの確保、そして要援護対策をしっか

りと講じておくことがとても大切です。 

今一度、防災対策の見直しをお願いします。 

 

●岩手の「津波対策いろはかるた」から引用。 

・下手な思案よりまず避難 

・上げ潮にまさる引き潮の威力 

・初めて安心警戒解除 

・運より準備 

会長 山元 弘道 

親つばめ 

彼岸花 
彼岸という言葉は、サンスクリット
語「波羅蜜多」の漢訳「到彼岸」
の略といわれ、先祖の霊を敬い
墓参りをする仏教行事のことで
す。春分（秋分）の日の前３日と
後３日の７日間（春・秋分の日も
含む）を彼岸といい、春と秋の彼
岸があります。煩悩や迷いや悩
みの多いこの世をこちら側の岸
「此岸（しがん）」と言うのに対し
て、極楽浄土のあの世のことを、
向う側の岸「彼岸」と。あの世（彼
岸）にいる先祖を供養する仏教
行事に発展したようです。 
彼岸が春分・秋分の日を中心と
しているのは、極楽浄土が西方
十万億土の彼方にあるから。太
陽が真西に沈む彼岸は極楽浄
土の方角がはっきりわかるから
「彼岸」に法要が営まれるように
なったのです。ところが「彼岸」は
日本独特の行事で、不思議なこ
とに他の仏教国にはないとのこ
と。「暑さ寒さも彼岸まで」との言
葉があるように、過ごしやすい気
候を迎え「自然の恵みに感謝し、
先祖を敬い、供養する」行事が
日本に定着したようです。 
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ユニバーサルデザインタクシーを創設～国交省 

国土交通省はこのほど、車いす利用者など誰もが

利用しやすい配慮があるタクシーを「ユニバーサ

ルデザインタクシー」(ＵＤタクシー)として認定する

方針を固めた。車両型式を対象にしたもので、早

ければ９月からはじまります。 
 

２ 

熊本県、障害者条例を制定、来年４月施行 

熊本県で７月１日、「障害のある人もない人も共に

生きる熊本づくり条例」が制定され、平成24年４月

から施行されることになりました。障害者に対する

不利益取り扱いを禁止し、社会的障壁を除去する

ための合理的な配慮を求めています。また、相談

員や調整委員会を置き、個別事案を解決する仕

組みを設けることになっています。 

条例案は、前文で「障害者が差別を受けたり暮ら

しにくさを感じたりしている。差別をなくし、社会的

障壁を除去し、共生社会を実現しなければならな

い」と障害者の権利擁護を目的に掲げています。 

主な内容は、①不利益取り扱いの禁止、②社会

的障壁の除去のための合理的配慮、③虐待の禁

止、④相談員の配置、⑤障害者の相談に関する

調整委員会の設置などで構成されています。 

国の法律に無いとして「差別」の定義を盛り込まれ

ませんでしたが、どのような行為が不利益取り扱い

か具体的に列挙することで県民に理解を求めて

います。①福祉、②医療、③商品販売、④雇用、

⑤教育、⑥建物・公共交通機関、⑦不動産取引、

⑧情報の８分野で、例えば、障害を理由にサービ

ス提供や利用を拒むこと、労働条件を不利にする

ことなどを禁じ、そして、実際に障害者が「差別さ

れた」と感じることが起きたときのため、解決の仕

組みを設けることも盛り込まれています。 
 

札幌市と福祉３団体が災害時受入れ協定！ 

札幌市と札幌市老人福祉施設協議会、札幌

市知的障がい福祉協会、札幌市身体障がい

者施設連絡会の福祉関係３団体(加盟148施

設)は７月29日、「災害時における要援護者の

緊急受け入れに関する協定」を締結。 

協定は洪水・地震などにより大規模な災害が

生じた場合、互いに協力して高齢者や障害者

など要援護者への支援を行うというものです。 

協定の締結により札幌市は各団体に対し、要

援護者の緊急受け入れを要請。各団体は加

盟施設などが可能な限り、移送・受け入れに

協力し、そのために必要な物資などを札幌

市に要請する。調印式で上田文雄市長は

「協定を結ぶことにより、体制が整ったことを

感謝したい」と述べ、各団体からは 

「もっと、広く地域で暮らす人に対する 

支援を考えることが必要」「受け入れに 

対して、各施設での訓練が必要だ」な 

どの意見が出されていました。 
 

インクルーシブ教育学校の合理的配慮検討 

文部科学省は７月８日、障害者権利条約を踏まえ

たインクルーシブ教育システムにするため、小中

学校で障害のある子どもが学ぶにはどのような

「合理的配慮」が必要か、専門的な検討を始めま

した。中央教育審議会初等中等教育分科会の特

別委員会の下に設けられたワーキンググループ

が議論を担い、当面は障害者や保護者から、特

別支援学校や小中学校で学んだ経験、学校に求

めることなどを聴き、今年中に検討結果を整理す

る方向で進んでいます。 

しかし実際に小中学校の通常学級などで障害の

ある子が学ぶには、設備や教員の確保などハー

ド・ソフト両面の整備が必要だとして、合理的配慮

の検討を課題に残しています。 
 

障害者総合福祉法の骨格に関する総合福

祉部会の提言（案）が平成23年8月30日に 

障がい者制度改革推進会議総合福祉部会 

によってされました。 

■ 改革への新しい一歩として 

わが国の障害者福祉もすでに長い歴史を有し

ていりますが、障害者を同じ人格を有する人と

捉えるよりも、保護が必要な無力な存在、社会

のお荷物、治安の対象とすべき危険な存在な

どと受けとめる考え方が依然として根強く残っ

ています。わが国の社会が、障害の有無にか

かわらず、個人として尊重され、真の意味で社

会の一員として暮らせる共生社会に至るには、

まだまだ遠い道のりであるかもしれず、今回、

最初の一歩を二歩、三歩と踏み出していかな

ければなりません。 

■ 骨格提言の基礎となった２つの指針 

（１）障害者権利条約 

（２）「基本合意文書」 

■ 障害者総合福祉法がめざす６つのポイント 

【１】障害のない市民との平等と公平 

【２】谷間や空白の解消 

【３】格差の是正 

【４】放置できない社会問題の解決 

【５】本人のニーズにあった支援サービス 

【６】安定した予算の確保 
 



夏の療育キャンプも無事終了♪ 

宮崎県肢連主催による夏の療育キャンプは、県下から総勢 120 余

名の参加を得て、盛大に開催し無事に終了することが出来ました。

今年は、東日本大震災にならって二日目には防災対策について、

行政担当者にお話をお願いし、親の立場としての災害時における

要望、たとてば福祉避難所の指定など、多項目にわたり担当者に

対しての要望事項が挙げられました。 

今年は初めての試みで、県下合同キャンプでしたが、新しい出会

いや繋がりができたとの感想を寄せて頂き、来年へ向けての弾みと

なりました。 ご参加頂きましたみなさま、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 
今年も豪華な夕食が並び     防災対策についての研修  二日間のキャンプを終えて、 
私たちの胃袋を満たしてくれた  いろんな意見要望が！    それぞれに満足そうな顔が♪ 

 

全肢連結成 50周年記念大会・全国大会が開催 

皇居面したところにある東京會舘において、 

全肢連結成５０周年記念祝賀会と第４４回全国 

大会が、盛大に開催されました。 

一部の記念式典では、永年功労者の表彰が行 

われ、個人・企業に感謝状と記念品が贈呈。 

また、祝賀会では、東京都無形文化財である、 

「木場の木遣
き や り

」で会場は大盛り上がりでした。     ※鳶木遣りで鏡割り        

             二日目は、文京区にある文京シビックホール 

             に会場を移して、障害者権利条約をテーマに 

             第 44回全国大会が開催された。午前と午後 

に分けて、8月 30日に出来上がったばかり 

の提言書をもとに、障害者権利条約が批准さ

れた場合に、どのように暮らしが変わってい 

くか、いや、変えていかなければいけないか、

について真剣な論議がかわされました。    

※詳細は全肢連誌「わ」１０５号を参照ください。              

地震・津波などの災害時における非難体制づくりについて 

今回の全肢連結成５０周年に合わせて、６県肢連会長との座談会

に参加し、宮崎の現状と課題、そして抱負について話をしてきまし

たが、その中で石川県肢連副会長の永井氏から、石川県における

防災対策として、「ヘルプカード」を作成運用が始まって 

いるとの耳寄りな情報と、その詳細について情報を提 

供頂けることになりました。 これからも活動の一環とし 

て宮崎でもこのヘルプカードについて研究し、国内の 

どこでも使用できる体制を一緒に築いていきたいと思います 

九州ブロック鹿児島大会への誘い 

前回もお知らせしましたが、いよいよ来月 10月 22 日に、鹿児島市

で九州ブロック大会が開催されます。昨年の宮崎大会でも鹿児島

県よりご協力を頂いていますので、ぜひ皆さんで盛り上げようでは

ありません。 参加者には補助がありますので、事務局まで 

３ 

木場の木遣
き や り

 

木遣
き や り

とは木を遣り渡す（運ぶ）

という意味で、戦国時代から

木材の伐出（ばっしゅつ）や築

城の際に息をあわせるために

歌われるようになった労働歌

である。木場の木遣（きやり）

は、徳川家康が江戸城造営

の際に連れてきた材木商が川

並（筏師/材木業者）に伝えた

ものといわれている。 

元禄の初めには両国の七つ

谷の間部河岸という所で三代

将軍家光に筏の小流し（さな

がし）、角乗り、木遣を奉納

し、以後年中行事となったと

伝えられていて、明治 12 年

（1879）アメリカ合衆国第 18

代大統領グラントが来日の際

には、上野の不忍池で上覧の

栄に浴した東京都無形文化

財として指定されている。 

 
 

http://www.google.co.jp/imgres?q=%E9%98%B2%E7%81%BD%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&hl=ja&sa=X&rlz=1T4TRDJ_jaJP417JP418&biw=1366&bih=611&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=g8yid8uSyWMiSM:&imgrefurl=http://www.mlit.go.jp/road/ITS/j-html/2002HBook/section3/3-7j.html&docid=v3kBq_zWCbJKtM&w=244&h=184&ei=0CRiTrK0GaqOmQWauaGGCg&zoom=1


みんなの広場 

 

防災対策 

 

３月１１日の東日本大震災。 

ＴＶでみる映像があまりにも現実とかけ離れすぎ、 

まるで映画のＣＧのように見えたあの日。 

もし、宮崎に大津波が来たらぁ～と考えても 

まだまだピ～ンときていなくて、これといった対策にも 

取り組んでいないのが現実の我が家です。 

大型台風の時に、近くの公民館や社協へ避難したことはありますが、 

台風は徐々に近づいてくるので、準備などが前もってできます。 

ただ、地震・津波となると対応が難しいですが、 

行政の取り組みなどをホームページでチェックして、 

どこへ避難すべきか、どんな物で、準備すべきか、 

便利な防災グッズなどを参考にして、 

津波への心構えや備えをしておこうと思います。 

タートル

 

 

 

 

 

〒880-0024 

宮崎市祇園１－５０ 宮崎市心身障害者福祉会館２階 

編集責任者 山元 弘道 
電話／FAX ０９８５－３１－２８３０ 
ブログ： http://blog.canpan.info/oyatubame 

９月にお誕生日を迎えられるお友達です。 

お誕生日おめでとうございます♪ 

  須崎 浩一郎さん(９月４日・発達支援ｾﾝﾀｰ宙）  中原 将武（９月４日・CAD ｾﾝﾀｰ）   

長岡 光秀さん （９月２７・療育ｾﾝﾀｰ B型） 

４ 

http://map.doko.jp/m/sc=60504262

