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「ノーマライゼーション」ってよく耳にするけど、一体なにぃ～？ 

最近、ノーマライゼーションという言葉がよく使われるようになりました

が、実はノーマライゼーションという言葉が日本で知られるようになっ

たのは、１９８１年の国際障害者年を機にして新聞やマスコミなどで

取り上げだしてからだと思います。 

このノーマライゼーションという言葉はおよそ５０年前のデンマークで

起こった知的障がい児施設の待遇改善運動が起源とされています。

その考えを一言でいえば、「乳幼児から高齢者に至るまで、年齢や

障がいの有無や程度に関係なく、すべての人が同じ『人』として、当

たり前の生活を送るため、ともに暮らしていけるような社会がノーマル

な社会である。」というものです。子供や女性、病気の人や障がいの

ある人など社会的に弱い方たちが、さまざまな理由で差別されない

ように、住み慣れた地域社会の中でその人らしく安定した暮らしがで

きるように支え、尊重しあえる環境作りしていくことを意味します。 

では、そのノーマライゼーションの根本理念はというと、障がいのあ

る人を障がいのない人にするのではなく、その人の障がいを一緒

に受け入れて、普通の生活条件を与えることです。その人の求め

るものにあった環境、教育、訓練などを含めて、他の人たちと同じ

生活環境を与えること、つまり社会の変革を行うことです。 

また、バリアフリーという言葉もすっかり定着してきましたが、バリア

（垣根）フリー（取り払う）という感じで、福祉の意味からみてみると「障

がいを持つ人でも地域の中で普通に暮らせる社会づくり」を意味す

るノーマライゼーションの考え方をもっと広げるために、身体的、精

神的な壁（バリアー）を取り除こうという意味になるでしょうか。 

住環境を改善したり、交通アクセスを整備したり社会制度を充実させ

ることも、社会変革の一端としてとても重要ですが、共に生活する人

の意識を変革し、障がい者と健常者との関係をノーマライズ（本来の

当たり前の姿）すること、これからもっと重要になってくると思います。 

そのためには、障がい者と健常者との相互関係の中から社会の変

革を行っていくことがともて重要であるといえます。 

会長 山元 弘道 

親つばめ 

千歳飴  

江戸は浅草で平野甚右衛門と

いう飴屋が売り出したものがそ

の始めと言われています。 

最初から現在のような縁起物の

様相を呈していたわけでは無

いらしく、七五三の土産にと言

う、現代風に言えば販売効果を

狙って、鶴亀・松竹梅をあし

らった図柄の袋に入れたり、

「千歳」などの目出度い言葉を

名に冠したりしたものと言われ

ています。 

ちなみに、この平野甚右衛門

なる人物、豊臣氏の残党と言わ

れていて、その真偽は定かで

ないですが、商売のセンスは

あったようですね。 

なんだか、平賀源内考案の鰻

の話や、バレンタインデイの話

に共通するものがあるようです

ね(^_^.)  
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厚生労働省に係る平成24年度概算要

求【障害保健福祉部】 

厚生労働省関係に係る平成24年度概算要求がま

とめられた。障害児・者の地域移行・地域生活の

ための安心支援体制整備の実施を日本再生重点

化措置として、また東日本大震災復旧・復興関連

施策として、災害時の障害福祉サービス提供体制

の整備を復旧・復興枠として盛り込むとともに、先

に成立した障害者自立支援法・児童福祉法の一

部改正法に関して、平成24年４月１日施行となる

事業について所要額を盛り込んでいる。 

平成24年度障害保健福祉部概算要求の概要 

(一部抜粋） 

◆概算要求額 

（２４年度概算要求額） １兆２，９７８億円 

（対前年度増減額） （＋１，１６２億円） 

◆障害福祉ｻｰﾋﾞｽ関係費（自立支援給付＋地域

生活支援事業） 

（２４年度概算要求額） ７，７５７億円 

（対前年度増減額） （＋９７０億円） 

■ 日本再生重点化措置事業【重点化】１２９億円 

（障害児・者の地域移行・地域生活のための安心

支援体制整備事業） 

■ 東日本大震災復旧・復興関連施策６５億円 

■ 良質な障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等の確保７，７５７億円 

・障害福祉サービス７，２４７億円 

・地域生活支援事業【一部重点化】５１０億円 

■ 障害者に対する良質かつ適切な医療の提供

２，０４６億円（＋５５億円） 

■ 障害福祉サービス提供体制の整備１８２億円 

■ 障害者虐待防止等に関する総合的な施策の

推進４．８億円 

■ 精神障害者訪問支援推進事業８．９億円 

■ 精神科緊急医療体制の整備２０億円 

■ 災害時心のケア支援体制の整備 １．３億円 

■ 発達障害者等支援施策の推進８．８億円 

■ 自殺・うつ病対策の推進１５億円（＋１億円） 

障害があっても当たり前に地域で暮らし、地域の

一員として共に生活できる社会を実現 

するため、良質な障害福祉サービスの確保や地

域生活支援事業の着実な実施、精神障害者や発

達障害者等への支援施策の推進等を図る。 

また、平成22年12月10日に公布された障害者自

立支援法・児童福祉法等の一部改正法につい

て、平成24年４月の施行に適切に対応する。 

骨格提言を推進会議が了承 ～ 

障害者総合福祉法 

９月26日、障がい者制度改革推進会議は、障

害者など55人が部会で８月30日にまとめられ

た「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福

祉部会の提言」を了承し、蓮舫内閣府特命担

当大臣に手交した。蓮舫大臣は提言書を受け

取り、「厚生労働省にしっかり議論してもらいた

い」と発言。また９月27日には、蓮舫大臣から

報告を受けた小宮山洋子厚生労働大臣が「与

党とも相談しながら来年の通常国会への法案

提出を目指したい」と発言した。今後、厚生労

働省が法案作成を担当することになる。 

在宅障害者の実態調査へ、厚労省

12月に実施へ 
厚生労働省は12月１日に「2011年生活のしづ

らさなどに関する調査」(全国在宅障害児・者

等実態調査)を実施する。 

新制度に向け今回は、支援の対象外だった人

も含め生活実態とニーズを把握する。 

政府は障害者制度改革を進めており、障害者

自立支援法に代わる障害者総合福祉法は「制 

度の谷間をなくす」方針で検討中。その基礎

資料として、これまでの法制度では支援の対

象とならなかった人も調査対象となった。 

具体的には、身体障害者手帳・療育手帳・精

神障害者保健福祉手帳を持つ人に加えて、 

手帳を持たないが発達障害がある人や難病・

慢性疾患など長引く病気やけがなどで生活の 

しづらさがある人も対象となる。 

国勢調査の調査区約94万地区から約4500地

区を無作為抽出調査し、全国の実態を推計。 

調査内容は、①食事や排泄など各場面でどの

ように生活のしづらさがあるか、②障害の状

態、③手帳の有無や等級、④福祉サービスの

利用状況や支援希望、⑤仕事など日中活動

の状況、⑥外出の状況、⑦家計の状況など。 

調査の手順としては、調査員が調査区内の全

世帯を訪問し、趣旨を説明した上で調査の 

対象者がいるかどうかを確認。対象者がいる場

合は調査票を手渡し、記入して郵便で 

返送してもらうように依頼する。 

電動車いす事故多発！くれぐれも運転操作には注意をお願いします。 



お詫び：支援団体様のお名前を間違えて掲載してしまいました。 

１０月の親つばめで、神武大祭のお知らせと観覧希望者を募る記

事の中で、本来「宮崎橘ライオンズクラブ様」と記載しなければなら

ないところを、橘ロータリークラブ様と誤記記載をしてしまいました。 

宮崎橘ライオンズクラブの皆様に、大変不愉快の念を呈してしま

い、誠に申し訳ありませんでした。ここにお詫び申し上げます。 

   
霧島神宮の新嘗祭 

動作法療育キャンプ無事に終了♪ 

去る１０月１５日～１６日に青島観光ホテルにて、二回目となります

動作法療育キャンプ２０１１in青島を開催しました。 

今回のキャンプには主に県南地区からの参加者を得て５０余名に

よる一泊二日の動作法キャンプとなりました。 

今回もまた九州大学から講師とトレーナー、熊本、 

県内からもトレーナーを迎えての二日間でした。 

      

全肢連・九州ブロック鹿児島大会終わる♪ 

１０月２３日～２４日の両日にわたり鹿児島大会が開催されました。 

初日はセレモニーに続いて、基調講演とシンポジウムが行われまし

た。シンポジウムには鹿児島養護学校の在校生と卒業生などが意

見発表し、それに対して養護学校の先生や行政関係者がコメント

するという形式で行われました。 

二日目はパソ松が丘という山の手にある障害者福祉支援施設の見

学。広大な敷地に一般的な福祉施設らしからぬカラフルでゆったり

としたとてもスペースフルな施設でした。 

手足の不自由な子どもを育てる父母の手記募集のお知らせ 

日本肢体不自由児協会が発行している「はげみ」の保護者の手記

募集案内が届きました。 

テーマは、手足の不自由なわが子を育てている日常の体験記録の

手記で、「親子お泊り体験」と題して、家族旅行や学校行事等で親

子宿泊体験を通じて感じたこと、あるいは発見したことです。 

文字数は 2000 文字程度。原稿用紙、もしくはﾃﾞｰﾀでも OKです。 

締切は、平成 24年 1月 20日までに事務局までお送りください。 

発表は平成２４年４・・５月号より順次掲載となります。 

入賞者には図書カード 10,000 円分と「はげみ」1年分を、その他の

応募者には「はげみ」一年分が贈呈されます。 

奮っての応募をお待ちしています。 

３ 

写真は、宮中新嘗祭の様子 

勤労感謝の日は新嘗祭 

新嘗祭の語源は「新饗（にいあ
え）」と考えられています。 
新穀を捧げて天皇が神々を饗
応する」お祭りごとです。 
 
戦後はこの新嘗祭は皇室典範
に記載された儀式から外れたそ
うですが、法的にはこの儀式を
行う必要はなくなっても、皇室に
おいては重要な宮中行事として
継続されているそうです。 
儀式は、23 日の夕方から始まり
翌日の未明まで行われます。 
 
新嘗祭の歴史は古く日本書紀
では「天武天皇六年(AD 677)十
一月乙卯の日」に行った記録が
あります。日本書紀での記録と
言うことでは仁徳天皇四十年に
も新嘗祭の記述がありますが、
まあここまで来ると史実と言うより
神話になってしまいますので、
年代は定かではありませんが、
十分に古い儀式だと言うことは
判りますね。 

http://www.google.co.jp/imgres?q=%E6%96%B0%E5%98%97%E7%A5%AD%E3%80%80%E5%86%99%E7%9C%9F&hl=ja&sa=X&rlz=1T4TRDJ_jaJP417JP418&biw=1366&bih=611&tbm=isch&prmd=imvnsu&tbnid=4RT8QXrteSwflM:&imgrefurl=http://hokuriku.yomiuri.co.jp/hoksub5/maturi/ho_s5_06051802.htm&docid=Ojted7cPIFvyGM&imgurl=http://hokuriku.yomiuri.co.jp/hoksub5/maturi/06051802.jpg&w=350&h=264&ei=WKOrTr-HLcvimAWknZWCDw&zoom=1
http://www.google.co.jp/imgres?q=%E6%96%B0%E5%98%97%E7%A5%AD%E3%80%80%E5%86%99%E7%9C%9F&hl=ja&sa=X&rlz=1T4TRDJ_jaJP417JP418&biw=1366&bih=611&tbm=isch&prmd=imvnsu&tbnid=Xlshu8nKDPe73M:&imgrefurl=http://www.kirishimajingu.or.jp/2.files/1123niinamesai.htm&docid=SJ309MIWmh3lYM&imgurl=http://www.kirishimajingu.or.jp/2.files/photo_niinamesai0331.jpg&w=375&h=262&ei=WKOrTr-HLcvimAWknZWCDw&zoom=1


みんなの広場 

 

ぼくたちの権利 
 

二十歳になると選挙権を得て 

投票券が送ってくるけれど 

この子たちに投票は難しい 

白票ならなんとかなる 

そう思っていたら 

 

春の選挙の時、ある友だちは 

話したり文字を書いたりは困難だけど 

お母さんと一緒に投票所に行き 

候補者の名前を一人一人見せてもらい 

表情の変化によって支持を使えることで 

投票することができた 

 

たかが選挙と思うかもしれないけど 

この子たちの事を 

一人の大人として認めてもらえた気がして 

我が事のようにうれしかった 

 

青＠ＫＥＬＯ 
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１１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♪ 

松田 綾音さん(5日・日南くろしお支援学校)  浜砂 進也さん（６日・発達支援ｾﾝﾀｰ宙） 

谷 有紗さん（１０日・油津小学校）     九鬼 史佳さん（11日・清武せいりゅう支援学校） 

浅賀 俊祐さん（１２日・在宅）        黒木 豊吉さん（１３日・清武せいりゅう支援学校） 

野口 晃聖さん（１４日・清武せいりゅう支援学校） 荒木 悠来さん（１５日・発達支援ｾﾝﾀｰ）  

米澤 順子さん（1６日・在宅）              和田 佳一郎さん（１７日発達支援ｾﾝﾀｰ宙） 

安藤 忠哉さん（１９日・清武せいりゅう支援学校） 黒木 杏菜さん（２１日・在宅） 

加賀美 陸さん（２４日・在宅）       井島 幸代さん（２７日・療育ｾﾝﾀｰ B型） 

４ 

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

