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いまだ復興の兆しが見えてこない東日本大震災ですが、宮
城、岩手、福島３県の、父母の会会員の全員無事が確認され

ました。一日もはやい復興を祈るばかりです。 

「ふくし」のひろがり 

「ふくし」というと、「社会福祉」をイメージする人が多いと思いますが、

皆さんの「ふくし」についてのイメージはどのようなものでしょうか？ 

「社会福祉」とは、「ふくし」を実現するための「社会努力」「社会的な

手立て」の事で、自らの努力(自助)、助け合いの努力(共助)、国や自

治体が行う「安全と安心」を保障する仕組み(公助)をさします。 

一方、日本国憲法第 25 条には、「すべての国民は、健康で文化的

な最低限度の生活を営む権利を有する」とあり、すべての人々の、

「いのち」「くらし」「いきがい」を保障することを宣言したものです。 

また、条文に続く文書には、「社会的な手立て」が示されています。

自立し生活できるようにするための人の支え、お金や物の援助、健

康に暮らせる手助けを行う仕組み(制度)をと問えるということです。 

そのため、国や自治体は、税金や保険料で、生活、病気、老後、介

護、障がいなどで困った場合の保障の仕組み(年金や医療制度な

ど)を整えてきました。 

今日においては、生活の水準もあがり、最低限度の生活の保障だけ

ではなく、それぞれの人に合った質の高い生活（ｸｵﾘﾃｨ･ｵﾌﾞ･ﾗｲﾌ

=QOL）が求められるようになりました。それにしたがって、社会福祉

の分野は広がり、また、社会福祉を超えて様々な領域で「ふくし」の

実現が考えられるようになってきました。 

社会福祉には、「○○福祉」と呼ばれるたくさんの分野があります。

例えば、こころとからだの健康を支える保健(健康)福祉、普段の生活

を地域で支えあう地域福祉、こども、障がい者、高齢者、女性に関す

る福祉としては、児童福祉、障がい者福祉、高齢者福祉、女性福祉

などがあります。また、法律で解決する問題も福祉的な援助が必要

ということで、司法福祉がうまれました。 

このように福祉の中心に「いのち」「くらし」「いきがい」があり、理想的

な福祉を充実させるためには、なんといっても「自助」「共助」「公助」

が三位一体となってこそ実現できるものだということですね。 

更なる福祉の向上を目指して、私たちも「自助」できることは、大いに

率先して取り組んでいきましょう！ 

 

会長 山元 弘道 
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親つばめ 
６月の行事 
夏越の祓（なごしのはらえ） 
夏越の祓の行事としてよく見られ
るものが、「茅の輪くぐり」。 
茅（ちがや）で大きな輪を神社の
境内に作り、この茅の輪をくぐるこ
とで病 気や禍を免れようと言う神
事です。 
「水無月の夏越の祓する人は千
歳の命延というなり」と唱えながら
この輪を、先ず左足から踏み入れ 
8の字を描くように 3度くぐるのが
正しい茅の輪くぐりだそうです。 
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社会保障・税番号 

政府検討会が要綱をまとめ 
平成27年からの社会保障と税の共通番号制度

開始に向けて検討を進めている政府の実務検

討会は４月28日、要綱をまとめた。 

東日本大震災の経験を踏まえ、災害時の番号

利用を検討する方針を明記した。詳細を詰めて

６月に大綱を策定し、今秋の臨時国会での法案

提出を目指す。 
 

障害者基本法改正案 

審議日程定まらず 

内閣提出法案として４月22日に国会へ上程され

た障害者基本法改正案は、未だ審議日程が決

まらず、政党間で調整中。ただ、５月末から６月

初めに審議を始めなければ、会期中の成立は難

しくなる見通しという。障害者団体は内閣委員会

の議員などに「推進会議がまとめた意見が現在

の法案には十分反映されていない。審議を通じ

修正・加筆してほしい」と働きかけを強めている。 

共通するのは、「『どこで誰と生活するか選択する

機会』や『意思疎通のための手段を選択する機

会』を記した条文に付いている『可能な限り』とい

う文言を削除してほしい。障害者は基本的人権

を制約されるのか」といった指摘だ。 
 

バリアフリー基本構想 

国土交通省 

国土交通省がこのほど公表した「市町村バリア

フリー基本構想の作成状況」で、全市町村

(1750カ所)の75％が、基本構想の作成予定が

ないと答えたことが分かった。 

基本構想は、バリアフリー新法に基づき、駅な

どの旅客施設とその周辺地域を一体的にバリ

アフリー化するために市町村が作成する計

画。交通事業者・道路管理者などはこの構想

に基づきバリアフリー事業を行うことになって

いる。平成22年３月末の作成状況は「作成済

み」260カ所(全体の15％)、「未完成」1490カ所

(85％)。利用者が１日5000人を超える鉄道駅

などの旅客施設を持つ511市町村の作成状況

は「作成済み」242カ所(47％)、「未完成」269カ

所(53％)だった。 
 

岩手県肢連、宮城県肢連、福島県肢

連の被災状況 
◆岩手県肢連～５月31日をもって県内会員全員

の安否状況確認終了(当初１家族不通)。沿岸

部の会員には地震被害、津波被害に被災さ

れた方もいる模様 

◆宮城県肢連～５月９日をもって県内会員全員

の安否状況確認終了(当初20家族不通)。会

員居宅に、津波による浸水、地震による大小

の損壊被害は多数あり 

◆福島県肢連～会員のうち３名死亡確認、１名

行方不明浜通り方面の会員の安否一部不明 

現在は福島第一原発の不安、避難指示等による

先行き不明感が課題となっている。 

【６月１日現在】 
 

障害者の差別禁止部会、 

来夏に意見まとめへ 

政府の障がい者制度改革推進会議は５月13

日、障害者差別禁止法の制定を検討する「差

別禁止部会」の第４回会合を開き、平成25年

の法案提出を目指し、平成24年夏ごろ意見を

まとめる大まかなスケジュールを確認した。 

今後、障害の定義や法の適用対象、差別の定

義、分野ごとの合理的配慮の内容、救済手続

きの在り方などを整理する。これまでは、先進

諸国の差別禁止法制について研究者からヒア

リング。次回からは国内の具体的な差別事例、

裁判事例なども素材に検討する。なお、政府・

民主党内では、差別や虐待で人権を侵害され

た人を救済する機関設置などを盛り込んだ「人

権侵害救済法案」を次期臨時国会に提出する

可能性。民主党は平成21年の衆議院選挙  

マニフェストに、救済機関の創設を明記してい

た。 
 

障害者基本法の一部改正法律

案を参考までに資料を添付しま

すので、参考にしてください。 



◎全肢連・平成 23年度通常総会のご報告 

平成23年度通常総会(全国会長・事務局長会議)開催 
会議では平成22年度事業活動・決算報告、平成23～24年度役員

改選、50周年記念事業をはじめとする平成23年度事業計画・予算

(案)などの全６議題について承認・可決し午後４時に閉会、新年度

がスタートしました。 その中での具体的な内容としては、 

◎来年4月から社団法人から一般社団法人へ移行決定。 

役員も２０名から9名に半減する予定。 

◎中長期ビジョンとして、 

１．地域組織を育成強化し連携を推進。 

  ２．新制度制定に向け国と地域行政に要望活動と対応を強化。 

◎国への重点要望事項として、 

 １．障害基礎年金・特別障害者手帳等を拡大し、所得保障の早

期充実と、自立した生活が営めるよう所得、手当等の給付制

限を緩和と「住宅手当」を拡充。 

 ２．短期入所の希求に対応し、既存施設の短期入所ベッドを増

床、新設施設のベッド数確保のために補助の増額。 

 ３．緊急一時短期入所の必要度に対応するため、療養施設、重

心施設等の福祉施設が利用できるよう財政的支援要望。 

 ４．見守りが必要な障がい児・者またはコミュニケーションのとれな

い重症者の入院時のヘルパー派遣を介護給付対象に。 

 

九州ブロック連絡協議会 第 21回定例総会開催 

鹿児島東急ホテルにて、平成 23 年度の定例総会が開催。 

平成 22 年度の事業報告並びに決算報告、 

役員改正などが報告、承認されました。 

次に本年度の九州ブロック大会の件に 

ついて討議が交わされ、本年度の大会 

目標として、生活の基本となる「障害基礎 

年金の増額」をテーマに開催することが 

確認されました。 

全国大会及び九州ブロック大会のご案内 

★全肢連５０周年記念大会並びに全国大会 

  平成２３年９月２日   全肢連５０周年記念大会 東京會舘 

  平成２３年９月３～４日 全国大会 東京シビックホール 

   ※基調講演「障がい者権利条約について」 

★九州ブロック大会鹿児島大会 

  平成２３年１０月２２～２３日 南日本新聞社みなみホール 

  大会テーマ「地域で安心して生活するために」  

  また、二日目には鹿児島での施設見学会が企画されています。 

３ 

菖蒲は葉や根に芳香が有ることから、昔

から邪気や物の怪をはらう力が有ると考

えられていました。現在の端午の節供

は、気持ちよい青空が広がる季節です

が、旧暦の時代だと日本は梅雨の真っ

最中。じめじめした不快な日が続き病気

も増えたのかもしれません。そのためそう

いった悪い気をはらうものとして菖蒲や

蓬が使われました。 

 

｢東北地方太平洋沖地震」

に対する全肢連・義援金口

座のご案内 
現在、父母の会各ブロック、各

県肢連より、被災地域の状況

確認のお問い合わせをはじ

め、被災地域に対する援助・

支援等のお申し出が全肢連事

務局に寄せられています。 

このような状況のもと、事務局

では皆様のご厚意に対しまし

て、今回の大地震に対する支

援の一環として「義援金口座

開設をして義援金をお預かり

する」事といたしました 

ゆうちょう銀行（金融機関

コード９９００） 

店番０１９（ゼロイチキュウ店） 

貯金種目当座 

口座番号０５６１８９９ 

加入者名社団法人全肢連

（シャダンホウジンゼンシレン） 
皆様のご支援をよろしく 

お願いします。 

 

夏の療育キャンプ開催日決定♪ 
開催日：平成 23年 8月２０日（土）～２１日（日） 

会場：サンホテルフェニックス 

詳細は、来月に詳しくお知らせをしますので、 

多数のご参加を心からお待ちしています。 

申し込みは見や宮崎市肢体不自由・者父母の会事務局まで。 



みんなの広場 

 

 
  

愛しい娘へ 
 

私の子供として生まれてきてくれてありがとう。 

元気な身体で生んであげられなくてごめんなさい・・。 

いつも笑顔で皆様に「可愛いね」と言ってもらえて 

良かったね 

＼（*^_^*）／ 

そんなあなたを母は誇らしく思います。♪ 

        利用所を少し増やして、すこし戸惑っているあなたを、 

母はちょっとだけ心が痛んでます(T_T)   

母も頑張るから、一緒に頑張ってくださいね♪ 

それと もうひとつ 

二人でダイエット、がんばろう～ね!(^^)! 

 

                   頼りない母より 
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６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♪ 

平田真聖さん（6月 16 日・総合発達支援ｾﾝﾀｰ ）  太田昭三さん （6月 24 日・まほろば桜館） 

浜田 康代さん（6月 24 日・あゆみ）           串間 竜太さん（6 月 30 日・ふれあい分場）        

小玉 亮太さん（6月 30 日・ひなた）  

 

４ 

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

