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仙台市に「障害者差別禁止条例｣の制定を求める 

仙台市長選挙立候補者との懇話会 
～奥山恵美子氏(現 仙台市長)と角野達也氏を迎えて～ 

 

角野達也氏との懇話記録 

 

日時/2013年 7月 29日(月) 20:30～21:20 

会場/仙台市福祉プラザ 10階(第 4研修室) 

主催/誰もが暮らしやすいまちづくりをすすめる仙台連絡協議会 (愛称:条例の会仙台) 

 

 

 

諸橋(司会)： 

そろそろはじめたいと思います。 

６月２７日。条例の会仙台の全体会議があった際に、ぜひ仙台市長選があるので立候補

者を呼んで、障がい者差別禁止条例の事についてお話をしていきたいということで、お声

掛けをしたところ、２人の候補者、奥山恵美子さんと角野(かどの)達也さんのお二人が立
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候補されたので、日にちを今日に設定して、お話してもらおうということになりました。 

基本的な話の中身とか、その他の進んできた経緯などについては、代表の杉山さんから

お話をお願いします。 

 

杉山(代表)： 

具体的には、この３点について、私たちは特にお聞きしたいと思います。資料①参照 

 

諸橋(司会)： 

その３点について、角野さんが出された今日の資料文章の中に、既に回答がありますので、

角野さんの方から、この回答の内容について、ご説明して頂いてから、皆さんからご質問

やご意見を頂きたいと思います。 

 

■質問に対する回答 

 

角野(立候補者)： 

説明も兼ねてやらせて頂きたいと思います。それで、既に文章にしてまいりましたので、

最初はこれを読み上げさせて頂いて、それを回答ということにさせて頂きたいと思います。 
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その後、ご質問やご意見も頂戴したいと思っておりますので、宜しくお願い致します。 

まず、回答読み上げの前に、この問題についての私の考え方について、ご説明をさせて頂

きたいと思います。資料の読み上げ〔資料Ａ参照〕 

続いて話合いたいと提案があった項目について、お話しさせて頂きます。 

資料の読み上げ〔資料 A の続き〕 

 

諸橋： 

はい。ありがとうございました。 

私もよく言ったり、書いたりする時に、呉 秀三（くれ しゅうぞう）さん、100 年前の精

神科医ですね。基本的には、日本の福祉の構造というものは、この時代から何も変わって

ないのではないかと本当に感じます。 

当事者の決定権や発言権が、生かされた障害者福祉、あるいは高齢者の福祉もそうかも

しれませんけれども、成立していない、権利条約はそのような日本の障害者観を覆す、一

つのいい機会だという風に思うし、そのためにも条例を中身のあるものに作っていく必要

があるのだと思います。 

皆さんの方から、できたら角野さんと一緒に中身を深めるような論議ができればいいか

なと思いますので、ぜひ積極的なご意見を出して頂けたらと思います。 
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■質疑応答、意見交換 

 

飯嶋(参加者)： 

NPO法人麦の会の飯嶋といいます。麦の会はコッペという障害者の就労施設なんですが、

ここで働いていると同時に、共育を考える会もやっていまして、障害を持っていても、地

域の普通学校へ、という活動をずっとやってきています。 

角野さんの資料の中で、「教育の分野」ということで、書いて頂いている文章があるん

ですけれども、その中に特別支援学校と特別支援学級のことは書いてあるんですけれども、

普通学校で学ぶ障害を持った子供たちについては何も書いていない。今回、条例の会が出

している、骨子案を見て頂くと、骨子案の中の４ページの所に、「障害のある人への差別

行為に関する基本事項」の５番の「障害のある人への差別行為に関する基本事項」の 10

番に、「教育において、本人およびその親権者の意に反して、教育の機会を妨げるこ

と。親権者に過度の負担を強いること。」という骨子案があります。これは、障害のあ

る方の教育の場の問題として、本人保護者の意向を尊重していこうと、その中で普通学校

ということも選択肢であるべきだと認められるべきだと思います。その中において、普通

学校を選んだお子さんに対しても、ちゃんと配慮をしなさいということ、つまりは合理的

な配慮を保障していきましょうということが含まれているわけです。そういった事ですが、

例えばよくあるのはプールがある時には親が来てくださいとか、何か行事がある時は親が

付き添って下さいということが言われたりします。 

それからもう 1 つ、こちらにエアコンの事が書いてありますが、エアコンよりもまず先

にエレベーターではないかと思います。バリアフリー化をいかに進めていくかということ

ではないかと思います。学年が進むにつれて、それまで低学年の子は２階のクラスだった

のが３階のクラスになり、増々移動が困難になってしまうという事もあります。その様な

ことに対して、どのようなお考えなのかお聞かせ頂ければと思います。 

 

角野(立候補者)： 

今すぐにお答えできる問題と、勉強させて頂かないといけない問題も、正直ありますので、

そこはご容赦頂ければと思います。 

最初の方が、おっしゃったように、普通学級で学びたいというお子さんが、しっかりそ

こで親御さんの理解や希望も含めて、配慮できるような、そうゆうシステムは学校の中に

作っていかなくてはならないと思っております。今は、精神的というか、いろいろな子ど

もたちの状況が、色々不安点な状況が広がっている中で、まだまだ仙台市はケースワーカ

ーの配置だとか、そうゆうサポート体制が非常に遅れています。そうしたことで、障害児

のことについても、経験のある方を、学校に配置をすることも含めて、これは進めていき

たいと思っております。 



pg. 5 
 

いっぱい政策、細かいことも含めて出さなくてはいけないのですが、なかなか今回、詰

め切れないこともあったので、書ききれないこともあったのですが、色々な学校関係者の

中からも、まじめに障害者の受入れを考えている方などからも、そういったご要望もあり

ましたので、ぜひそういう体制も含めて作りながら、親御さんの理解も得て、障害児の皆

さんが、ここにもある通り親権者の意に反して、教育の機会均等を奪うことのないように、

これは努力をして参りたいと、私は思っております。 

もう 1 つだけ、付け加えておきたいのですが、今障害児の特別学級の定員が８人という

ことになっておりまして、なかなか一人の先生では大変だという声が、先生方からもあり

ます。ですので、これは６人の定数ということにして、体制もしっかりとして、教員の配

置も含めて取れるようにしていきたいと思っております。 

それから、２つ目のエアコンの問題。エレベーターの問題。これは、その通りだと思い

ます。正直、今回、そこまで十分に考え切れてなかったなと、反省をしながら受け止めて

おりました、エアコン問題は、かなり要望も広くあったということがありました。しかも、

保健室には５か年計画で付けるということであります。しかも、付け始めているのは、作

並や秋保の方の、わりと自然があふれて涼しいのではないかなと思うところから、仙台市

では付け始めています。ですので、本当に必要なところは、もっとこっちの方にあるので

はないかなと思って、私は市長になったらよく検討したいと思っているのですが、いずれ

にしてもエアコンはエアコンで、どんな子ども達も、そうゆう環境を保障するというのは

大事なことなので、保健室だけではなくて、教室にも順次つけていく様にしたいと思い書

きました。 

今、おっしゃられた通り、バリアフリーの問題で、私もそこまで十分に今回考えていけ

なかったという事は事実で、これはとても大事なことだと思いますので、これは今後受け

止めて具体化をしていきたいと思っております。 

 

原田(参加者)： 

原田幾世と申します。宜しくお願い致します。 

あえて、先程も奥山さんがいらっしゃって質問させて頂いたのですが、私はぜひ同じ質

問をさせて頂ければと思います。 

障害者の差別が起こるという事は、私自身精神障害を持った当事者でして、発症して９

年になります。私も発症するまで、この病気のことをよく知りませんでした。先程、お話

ししたのは、精神障害だけではなく、全障害に対しての市民の理解が、なかなか得られな

いし、教育の場でもそうゆうことが、なされてきていない事は、すごく問題だと思います。

確かに、仙台市で今まで何度か、障害について知って頂く機会ということで、市民フォー

ラムとか、そういった事を行なってきては下さってはいますが、もっと根本的に、まず学

校教育の場であるとか、小さい頃から障害を、こうゆうものがあるという認識を持っても

らいたいと思います。 
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それ以外にも、触れ合う機会があるとう事。あとは、それだけではなく親ににも偏見が

あるので、親が偏見があれば子供がそうゆう風に教育されて育ってしまうので、やはり市

民みなさんの理解を得るためにも触れ合う機会、学ぶ機会を設けて頂きたいと強く思って

おりますが、それについてどうお考えかということをお伺いできればと思います。 

 

 

 

角野(立候補者)： 

原田さんの差別に対する国民の理解について、これは子どもの頃から教育も含めてやる必

要があるのではないかということ、これは本当にその通りだと思います。 

今日、ここで言おうかどうか迷っていたのですが、実は私の妻も精神障害の１級で、つ

い先日まで東北会病院に 10 か月入院しておりました、約 20 年そうゆ病院と付き合って

やってきております。私の母も、なのはな会という共同保育園を設立させた時から、ずっ

と障害者問題や活動に取組んでおりまして、今はもう歳なので理事は最近引退をしました

けれども、今も色々な方が関わっておりまして、家にも障害を持った方々がしょっちゅう

お越しになります、そうゆう点では、私自身は、先程の「橋のない川」の事もあり、何の

違和感もなく育ったので、人権の問題なども、ごく自然に当たり前に受け止めておつきあ

いをしてきたのですけれども、はやり無理解は確かにあります。虹の丘にも「はまなす園」
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という施設を作った時にも、かなり虹の丘の住民の皆さんから反対運動が起こって、非常

に苦労した経験を、私自身も付き合って顔を出したり経験をしてきました。 

本当に、まだまだ日本社会全体の中で、この問題は非常に弱いと思います。ですけれど

も、子どもの頃から、障害を持った子供達が触れ合う場をしっかり作っていくことで、み

んな当たり前な人間なんだよ、ということを理解していくことが必要だし、親御さん自身

が、そうゆう子どもと付き合ったら、何か危ないのではないかという、そうゆう偏見など

もまだまだあると思っていますので、やはり親子で同じ場で交流する機会を、今は具体的

なイメージはまだわきませんけれど、そうゆう機会をどんどん作っていくことで、やはり

頭ごなしに教えるだけでは、なかなか子供たちも辛いと思うので、やはり触れ合うこと、

そうゆう場を沢山つくる事を通じて、理解を広げていくことが必要だし、親御さんにも、

そうゆう場に積極的に参加してもらう、そうゆう場を作っていきたいと思っております。 

同時に、この問題だけじゃなくて、いろんな場で弱者が軽視されるというか、置き去り

にされている状況が日本社会の中にもあるし、政治がそれを促進していくという社会、強

い者が勝てば良いという社会、こうゆう社会になってしまうと、どうしても人間はそっち

に行こうとします。それは、自分が孤立したくないとか、弱者として切り捨てられたくな

いとか思えば、強い方になびこうとか、そうゆう風になってしまう、これは政治がそうゆ

うことではなくて、本当に弱い人たち、力の無い人たちを支えていくこと、これが当たり

前なんだということ、これが憲法の理念なんだということを、率先して進めていくことを

進めていくことで、そうゆう格差を無くしていく様なことを、根本的にやっていかないと、

本当に豊かな憲法に示された平等の概念が、本当に国民の中に位置づくということは究極

的には難しいと思っているので、そこは政治の力でやれることは、しっかりやっていくと

いうことが大事なのではないかなと私は思っております。今も、こうやって選挙で回って

おりますと、被災者の皆さんに対する差別的な言葉をはかれる方もあるんです、相当無理

解もあるとおもうんです。何で仮設住宅に住んでいて、税金からお金出してもらってただ

で住んでいるくせに、何で遊んでるんだとか、そうゆう事をまだまだ平気でおっしゃる方

もいらっしゃるんです。それは、自分自身も貧困なので、貧しくて貧困なので今、自分は

こんなに苦労しているのに何だ、というような事もあって、そうなっちゃっているような

んですが、そうゆうことも、今の社会ではあるので、相当しっかりとそうゆうことは無く

していく努力は、これはあらゆる方面からやっていかなくてはいけないなと、今痛感しな

がら、毎日こうやって活動させて頂いているところです。 

ちょっと、回答にならなかったかもしれませんが、そんな風に思っております。 

 

熊谷(参加者)： 

会員名簿の 22 番の日本支援協会と申します。 

主に、精神障害者のグループホーム等の住まいを中心とした支援を行なっているのです

が、その中で、先程の「障害者の差別に関する基本事項」にありました、３番「不動産
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の取得・利用において不利に扱うこと」とありますけれども、グループホームはどうし

ても、賃貸物件、例えば１ｋのアパートとか、一戸建てとか、そうゆうものをお借りして

やっています。ところが、そもそも震災後、物件が少なくなっているのですが、それとも

う 1 つ、中には大家さんが精神障害者には貸さないという場合も多々あります。そうする

と、不動産を持っていると個人の方々だったりもするんですね、それをいかに書いてある

通りに実行する、この法律が有効にできるかというところが、我々は不安を感じるところ

ですので、そのところも今後、この条例を作る中で組み入れて頂ければと思います。 

 

角野(立候補者)： 

不動産の問題ですね。ちょっとこれは、私は詳しく分からないので、具体的な事例なども

教えて頂いたり勉強させて頂いて、本当にそうゆう人たちが、どうすれば借家人の理解促

進ができるようになるのかという事を、勉強させてもらいなと思いますので、今後の課題

にさせて頂きたいと思います。 

 

鷲見(参加者)： 

みやぎアピール大行動実行委員会の鷲見です。この実行委員会を自立支援法ができた時に、

県内の障害者団体３７団体以上が集まって、作った団体です。それから、色々な活動を続

けてきており、今では色々な要望活動などもしています。今日、後でこの会からの公開質

問状をお渡ししますので、ぜひご回答をお願い致します。 

角野さんの、仙台市長になったら、これだけはやるという、そうゆうものがあれば、是

非お聞かせ頂ければと思います。 

 

角野(立候補者)： 

みやぎアピール大行動の公開質問状については、これはお答えさせて頂きたいと思います

ので、これは提出をお願いしたいと思います。 

それから、市長になったら福祉で何をしたいかという事なんですが、色々とやりたい事

はございまして、やはり老人福祉にしろ、子育て支援にしろ、力を入れていきたいと思っ

ております。障害者の皆さんの為の、条例をつくることだとか、バリアフリー化をもっと

進めていくことは、これは当然しっかりやって参りたいと思っています。 

ただ、私は仙台市で大事だと思っていることは、こうゆう障害者福祉だとか、老人福祉

だとか、子どもの福祉だとか、あるいは生活保護の問題だとか、こうゆう問題を、コスト

という考え方を絶対に辞めさせるべきだと思っているのです。コストがかかるから、でき

るだけ自立自助でやれとか、そうゆう考え方が、今日本の政治の中でかなり出て来ている

のです。やはり、そうではなくて生きることだとか、憲法に保障された権利であって、国

や行政がそれを保障するのは当たり前なんだということを、やはり政治の中で貫いていく

ということがないと、やはりお金が財政難だから、そうゆうところを削るのは当たり前だ
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という風潮が、どうもこの 10 年位、出て来ていますので、ここは正していく、そうゆう

ことを変えていく、第１歩に今回の仙台市長選挙をしていきたいと思っておりますので、

個々の問題はいろいろありますけれども、そこを直ちに変えていきたい、行政の在り方と

して、考え方として変えていきたいという事は、申し述べておきたいと思います。ま。コ

ストがというなら、コストをかけて当然なんだと、そうゆうふうに思います。 

私が、答えられない問題については、ごめんなさい。知識が足りないところがあります

ので、そうゆう場合は、ぜひご要望として、ぜひ受け止めさせていただきたいと思います。 

 

諸橋(司会)： 

先程も実は、奥山さんには質問したんですが、1 つは就労の問題です。 

あるいは、就労現場での差別の問題といいますか、随分是正しなくてはいけない事がい

っぱいあるのではないかという事です。そもそも障害者雇用という別枠で、雇用すると助

成金が出るという、それが一方では促進をさせたということもあるんでしょうが、どうも

薄っぺらな社会参加になっていて、例えば、本当に短時間、半日働いて４～５万円の給与、

プラス年金で生活できるでしょ、というレベルに留まっている人が圧倒的に多いです。そ

れと、同じ様に福祉サービスの A 型事業所なんかも、そのレベルですね。ですので、基

本的に働くという意思が反映されていない中で、障害者雇用のことが出ている。これも 1

つの差別だと思います。 

そうすると、障害を持って生まれることによって、区別され差別されることは、実はい

っぱいある、教育でもあるだろうし雇用の場でもあるだろうし、そうすると、この条例に

戻すと、ぜひその中から生み出される差別的な事例、本当に暴力的に使われたり、あるい

は殴られたり蹴飛ばされたりという行為を、雇われて、その中で鬱的になって、次の仕事

に就けない人、就職を次のところを探したら出社できない状態になった人とかも、私は見

て来たんですが、そうゆうことをしていくには、かなりしっかりとした行政主張が必要な

のかなと思います。おそらく、住宅の問題もそうですね。例の付帯決議の中に、グループ

ホームとかを作る時に、別に断る必要は無いよという付帯決議があったと思うんですね。

これは、当たり前なことですよね、一々。 

これまでグループホームを作りたいんですけど、とかあるいは施設を立ち上げたいとい

う時に、住民理解を得なさいというのが前提なんですよね。普通の会社はそんな事はない

んですよね。建てて当たり前、やって当たり前。むしろ地域が潤うよという。そうゆうふ

うに行政は逆の事をしてきた。福祉サービス事業所や施設ができる事は地域が豊かになる

ことですよね。それは、良いですか、どうですか、と聞くまでもなくて、むしろ積極的に

進めていく必要があると思います。できたら、そこらへんを、もう少し積極的なものとし

て出して欲しいと思います。 

あとは、教育の分野で引っかかるんですけれども、市内の学校、鶴ケ谷養護学校の１つ

しか無いということは、確かにその通りで、実は太白区とか南の方の人たちは、みんな名



pg. 10 
 

取とか岩沼とかに行ったり、船岡に行ったりですね、普通の一般の高校だと皆仙台に集中

してくるのに、障害を持っていると地方に分散するという逆ですよね。その中で、地域で

生活できる力を奪われているのですよね。ですので、仙台市内に特別支援学校を作って下

さいというのは、一方では分かるのですが、もう一つは私が感じるのは分離の固定にもな

りませんか、と感じがいたしませんか、とも感じがいたします。区別支援学級に去年か一

昨年か私が行ってお話ししてきた事がありまして、何でこの子が支援学級なの、という子

がその８人だか何人だかの中にいるんですよ。むしろ、普通学級というか一般と同じ学級

の中で、個別的で丁寧な教育を前面に打ち出された方が良いのではないかと思います。そ

して、その上で結果としてやむを得ないものとして、支援学校とかなんとかが作られて来

たという感じもしないでもないので、これからそうゆう意味では障害者の教育とか、ある

いは精神科の病院なんかもそうですけれども、必ずしも病院での治療とか施設での暮らし

が全てではなくて地域に返っていくというのが基本だとすれば、教育もそこでの充実とい

うのが基本にないといけないという気が致します。 

 

角野(立候補者)： 

わかりました。仙台南に一校、まずは作ろうというのは、いろいろなご要望がありますし、

支援学校自体が、今かなりいっぱいで本当に大変な状態になっています。 

光明養護学校も今、長命ヶ丘小学校に分離して間借りをしている状態で、マンモス化して

いる状態もあるので、やはりそれはそれで何とか対応しなくてはいけない。その為には、

仙台市立で、そうゆう点でもまずは１つ必要なのではないかという事で、今回こうゆう提

案をさせて頂きました。 

 

諸橋(司会)： 

親御さんからの要望とかも多いのですか? 

 

角野(立候補者)： 

あるんです。やはり、距離が長い間、長距離通学をしなくてはいけないという事もありま

して。 

 

諸橋(司会)： 

学校で勉強しているより、通学で３時間位食っちゃってるということがありますよね。 

 

角野(立候補者)： 

そうゆう事がありまして、ご要望もあったので、やはり最低でも、もう１校は仙台市の南

部には作ろうではないかという事で、今回提案させて頂きました。 

おっしゃる通り、もっと一人一人の子供たちをきめ細かに見れる体制をとる事が、本当
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に大事だと思いますので、一般の普通の学級の中での教育というものも、やっていきたい

と思います。 

 

諸橋(司会)： 

なんか、私はこの、差別禁止条例を作る基準というか、権利条約にあるんですけれども、

新しい考え方でインクルージョンという考え方が出されましたよね。 

それまでだと、ノーマライゼーションという、これは当たり前な生活を、というもので

した。それを、もう少し社会の問題として、ちゃんと包み込んでいきましょう、一緒にや

っていきましょう、というインクルージョンという言葉が生まれたので、もう少し世の中

を変えていくような条例というか、そうゆう意味では、それに関わる障害者のいろいろな

課題も、そうゆう事をまず明らかにしていくというような事が大事だと思います。 

 

角野(立候補者)： 

分かりました。非常に参考になりました。勉強になりました。 

 

及川(参加者)： 

私は、及川と申します。若林でアパートを借りて一人暮らしをしています。 

障害者差別の、今のお話しを聞いていて、教育と地域での自立生活ということを、自分

の経験を踏まえてお話ししたいと思います。 

私は、小中高と地域の学校と養護を経験しています。先程、諸橋さんのお話しにあった

ように、考えていくべき方向性としては、インクルージョンというか、障害があっても、

障害がない生徒と同じ場所、環境で時間を過ごす、教育を受ける、そうゆう事が望ましい

のではないかと、そのように思っておりまして、その為に、学校で言えば教員の加配とか、

バリアフリーの充実、と言った事が考えられるべきなのではないかと思います。こうゆう

ことが、角野さんが先程おっしゃったコストによって、今までなかなか進めなかった部分

でもあります。そう意味で言うと、ぜひともインクルーシブな教育を進めて頂きたいと思

っています。もう 1 つ、自立生活という点において、私は一人暮らしをしているのですが、

毎日ホームへルパーを利用して生活しています。今、仙台市の方と話合いをしているとこ

ろなんですけれども、要はホームヘルパーの介助時間を、もう少し増やして欲しいと話を

しています。 

その中で、お風呂、入浴なんですけれど、仙台市週３日の入浴しか認めていないという

お話しを言ってきました。それはおかしい、どうゆう基準で週３日なのだという事を聞い

たら、病院に入院している方の回数だというお話しでした。要は入院している方の回数を

基準として、アパート暮らし、要は地域で一人暮らしをしている人の入浴の介助の回数を

算定している。 

これを差別禁止条例で言うと、自立生活において、サービスの利用を制限するというこ
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とは差別だということから言えば、これも差別にあたるという事を感じています。やはり、

障害者が地域で他の方と同じように生活をする為の施策を考えて頂きたいと思っており

ます。 

 

角野(立候補者)： 

本当にありがとうございます。私も、今の入浴の話などを聞いて、こうゆうところにも、

まだ行政の差別が表れとして、こうゆう形で出て来るんだなと、話を聞かせて頂いて痛感

を致しました。 

ぜひ、差別禁止条例を作る際には、皆さんのリアルな話なども聞かせて頂いて、ご一緒

に作っていくということで、生かしていきたいと思いながら、聞かせて頂きました。 

 

 

 

 

角野さんとの懇話記録は以上 

 

 


