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アメリカでは１９７２年(昭和４７年)から 

すでに、自立生活運動（IndependentLiving）が提唱されていた！ 

先月の親つばめ３４１号で取り上げた「ノーマライゼーション」の理念

と合わせて忘れてはいけないのが、アメリカで提唱・展開された自立

生活運動(independent Living)という障がい者の自己決定権です。 

この自立生活運動は、今から 36 年も前の 1972 年からノーマライ

ゼーションの考え方に影響され、肢体不自由者を中心に起こり、障

がい当事者を中心に進められたことが大きな特徴となっています。 

この運動は後に各種法改正にも大きな影響を与えることになります

が、その一つとして 1975 年の全障がい児教育法において、分離教

育は差別であり、統合教育における障がい児と保護者の権利を規

定するに至り、障がい者差別禁止法としての「障がいを持つアメリカ

人法（ＡＤＡ法）へと結びついていきます。 

この自立生活運動の中心的考え方は、障がい者と健常者を同じ

「人」として位置づけ、健常者と同等の生活を追及していくということ

であり、その点ではノーマライゼーションの考え方と同じといえます。 

しかし、最も基本的な考え方として、健常者と同等の生活を追及する

うえで、障がい当事者の自己決定権を重視していることがあげられ、

この運動が障がい当事者から始まったということに意義があります。 

この当事者による自己決定ということは非常に大切なことであり、ス

ウェーデンのパーソナル・アシスタンス（介助者）のラッカも、自己決

定の重要性を強く述べています。 

しかし、日本の現状に照らしてみると、未だ障がい児・者の自己決定

権まで十分保障されていないのが現状。一日も早くノーマライゼー

ションの考えを強く認識し、障がい者問題を社会問題としてとらえ、

実践を通した意識の変革が行われなければ、あらゆる人が自己実

現に向けて自己決定を持ったノーマライゼーションの考えを熟成さ

せるには更にとんでもない時間が要するものと考えられます。 

近い将来、障害者権利条約が批准された社会においては、「障がい

児・者は自分で自分のことを決められない。障がい当事者にとって

最善・裁量の判断は親にしかできない。」などという、今までの常識

的な考え方は通用しなくなること。そして、何人たりとも個人の意見は

尊重されなければならないことを、しっかりと肝に銘じておかなけれ

ばなりません。  

                 会長 山元 弘道 

親つばめ 

冬至とクリスマス 

クリスマスはキリストの誕生日と

され、西暦はキリストの誕生年

から数えられていますが、実際

は実際にはキリストの誕生日も

誕生年も定かではないとか。 

誕生年は、中世の学者の調査

から算出されているようです

が、明確な根拠はなし。 

誕生日とされるクリスマスは、太

陽の新生を祝う「冬至の祭り」が

キリストの誕生にふさわしいとし

て考えられているようです。 

西欧では古くは、１２月２５日の

「冬至」の日を一年の始まりと考

えられていたので、 

クリスマスカードに 

  Merry Christmas & Happy 

New Year ! 

（メリー・クリスマス アンド ハッ

ピー・ニュー・イヤー）と書く理

由はこういうことだそうです。 
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 みなみのかぜ支援学校体験学習 

今月の誕生者 
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国の障害者基本計画の見直しと 

新しい計画の策定 

国の障害者施策の方針を定めた障害者基本計

画は、障害者基本法に基づき、現在は平成15

年度から10年間に講ずべき施策の基本的方向

が定められているが、推進会議での議論を踏ま

え、今年７月に基本法の改正が成立。障害者権

利条約の批准に向け、障害者の定義の見直し、

障害者差別の禁止と合理的配慮の提供、地域

社会における共生など、権利条約の考え方が取

り入れられた。 

これにより、次期基本計画の策定に向け、改正

基本法の視点をどう盛り込むか、それら施策の

実施状況をどう監視していくかの検討がおこな

われた。 

改正基本法には、障害者政策委員会の設置が

規定されており、政府が策定する基本計画に対

し意見するだけでなく、計画に基づく施策の実

施状況を監視して、必要があれば関係大臣に勧

告することもできることになっている。政策委員

会は推進会議と中央障害者施策推進協議会を

発展的に改組して作るもので、設置は「法律の

公布から１年以内」とされ、今年度末にも立ち上

がる予定だ。このため推進会議では、新しい基

本計画が監視のよりどころになるとして、重点的

課題を検討。「精神障害者施策の推進が書かれ

ていても充実されてこなかった」「障害のある女

性の施策が欠落しているので取り上げるべきだ」

「災害対策を具体化すべきだ」などの意見や、障

害者総合福祉法の骨格提言では『地域基盤整

備10カ年戦略』を法定化するとしており、計画と

連動させれば有効だ」などの意見も出た。また、

「インクルーシブな社会にする、障害者差別を禁

止するといった視点が現在は入っていないの

で、新計画では打ち出すべき」との声もある。改

正基本法の総則で示した理念をいかに雇用、教

育など各施策の方向性として書き込むかが重視

されている。 

介護職員等によるたんの吸引等の 

実施に係る改正省令 

平成23年10月３日、厚生労働省は介護職員等

によるたんの吸引等の実施に伴い、①たん 

の吸引等の内容、②たんの吸引等の業務を行う

事業者の登録基準、③研修機関の登録基準 

等を定めた「社会福祉士及び介護福祉士法施

行規則の一部を改正する省令」を公布した。 

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一

部を改正する省令（概要） 

介護サービスの基盤強化のための介護保険法

等の一部を改正する法律により、介護福祉士や

一定の教育を受けた介護職員等による喀痰吸

引等の実施を可能とすることに伴い、①喀痰吸

引等の内容のほか、②喀痰吸引等の業務を行う

事業者や介護職員等に対し研修を行う者につ

いて、都道府県の登録基準等を定める。 

１．喀痰吸引等の内容 

○喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内

部） 

○ 経管栄養（胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養） 

２．喀痰吸引等の業務を行う事業者の登録基準 

（１） 医療関係者との連携に関する基準 

○ 医師の文書による指示、対象者の心身の状

況に関する情報共有 

○ 喀痰吸引等の実施内容に関する計画書・報

告書の作成等 

（２） 安全適正に関する基準 

○ 実地研修を修了していない介護福祉士に対

し、医師・看護師等を講師とする実地研 

修の実施 

○ 安全確保ための体制の確保（安全委員会

等）、感染症予防措置、秘密保持等 

３．研修機関の登録基準 

○ 医師・看護師等が講師として研修を行うこと

→ 研修の各段階において受講者の修得程度を

適切に審査、修了者に対しては修了証の交付 

○ 十分な講師数、研修に必要な器具等の確保 

○ 研修終了者の指名等を記載した帳簿の作

成・保管、都道府県知事への定期的な報告等 

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。 

第30回肢体不自由児・者の美術展開催の 
お知らせ 
■会期：平成23年年12月８日(木)～11日(日)  

午前９時３０分～午後５時 

■会場：川崎市市民ミュージアム神奈川県 

川崎市中原区等々力１－２ 

■主催：日本肢体不自由児協会／各道府県肢

体不自由児協会 
 



みやざき健康福祉まつり 無事終了？！ 

１１月３日開催の毎年恒例のみやざき健康福祉まつり。 

今年もお陰様で無事に終了することが出来ました。 

しかし、今年は例年のジンクスに打ち勝つことが出来ずに、悪天候

に見舞われる結果となりました。 

来場者数は１１，０００余人でしたが、雨の影響は出店者に残念な

がら大きな打撃を与える結果となったことは否めませんでした。 

父母の会のカレー販売数も昨年の半数にとどまり、活動資金を得

るまでにまでには至りませんでした。  

まつりに向けてご協力を頂いた皆様、ありがとうございました 

来年に大いなる期待を持ち越すことにしましょう！ 

   
 

熊本で開催された全肢連指導者研修会終了 

１１月２６日～２７日にかけて、熊本市で指導者研修会が開催。 

宮崎県肢連からは延岡の金丸さんと事務局の安芸さんが出席。 

現在審議されている総合福祉法(仮称)の今後の動向や各県での

問題や現状について報告がなされ、内容のある研修会でした。 

来年の指導者研修会は沖縄県での開催となります。 

クリスマス会のおしらせ 

いよいよ待ちに待ったクリスマス会が開催されますよぉ～♪ 

期日 → 12 月 18日（日曜日） 

会場 → 宮崎市総合福祉保健センター訓練室 

時間 → 午前１０時３０分スタート  

昨年、大人気だった着ぐるみヒップホップダンスや 

バルンアートなど楽しい企画満載！ 

ご家族づれでぜひご参加ください！ 

参加申し込みは、事務局まで。  

締め切りは１２月１３日火曜日。 

 

乗馬教室延期のお知らせ 

11月 23日に予定をしていた乗馬教室でしたが、残念ながら 

生憎の雨のために、やむなく中止となりましたので、12月 23日に 

改めて仕切り直しをすることにしました。 

場所 → 清武ホースパーク蹄蹟の森 

時間 → 10時～12時ころまで 

一般参加も大歓迎でぇ～す 

※一般参加者は参加費 500 円となります。 

多数のご参加おまちしておりまぁ～す♪ 

成人を祝う会についてのご提案とお尋ね 

毎年、成人を祝う会を花山手にありますコリドールで開催をしてきま

したが、来年の成人を祝う会は、趣を変えて、成人者を囲んでの 

食事会形式で開催をしたらどうかと考えています。 

皆様の忌憚のないご意見を事務局までどしどしお寄せください。 

３ 

冬至の食べ物 

昔から、「冬至にかぼちゃを食
べると中風にならない」といわれ
ています。 
かぼちゃは夏から秋に収穫され
ますが保存がきくので、冬の野
菜が少なかった昔は、大変重宝
されました。 
かぼちゃにはビタミンＡが多く含
まれ、目や体の健康を保つのに
役立ちます。 
また、にんじん、れんこん、だい
こん、ぎんなん、みかん、きんか
ん、ぽんかん、かんてん、こん
にゃくなど、「ん」の字の付くもの
を食べると縁起が良いといわれ
ていますが、かぼちゃ（南瓜）も
別名を「なんきん」（南京）とい
い、「ん」が付きます。 
どれも、野菜不足になりがちな
冬の間の、ビタミンや食物繊維
の供給に適した食材です。 
これは平安時代に陰陽師が広
めたものといわれており、 最後
に「ん」が付くもの、「ん」が二つ
付くもの、「ん」が含まれていれ
ばよしとするもの、など諸説あり
ます。 
いずれにしても覚えやすくて面
白いですが、現代ではこれら以
外の食材も豊富に出回っていま
すので、「ん」にこだわらず、根
菜類や柑橘類といった、体を温
める「冬野菜」を沢山食べるよう
にして、寒い冬を乗り切るように
したいですね。 
なお、体を冷やす「夏野菜」（ト
マトやきゅうりなど）は、冬の間は
なるべく避けたほうがよいといわ
れています。 
冬には冬野菜、夏には夏野菜を
食べることが、自然の理にかな
い、健康の秘訣であるということ
ですね。 

 



みんなの広場 

みなみのかぜ支援学校体験学習を通して 

みなみのかぜ支援学校体験学習では、虹色祭という文化祭直前の時期ということもあり、普段の 

授業というよりは、虹色祭までの準備が主でした。虹色祭で販売するボックスや写真立てなどには、

細部までこだわりや工夫が施されていて、温かい商品ばかりでした。また、ステージ発表の練習風

景では、一生懸命に歌や言葉で表現する姿がすごく眩しかったです。案内をしてくださったＫ先生

のお話で印象的だったのは、「意欲を育てる」という言葉です。決して無理矢理させるのではなく、

あくまでも生徒の意欲を育てる。特別支援とは、力比べではなく知恵比べなのだとおっしゃっていま

した。そして、生徒たちが抱える障がいとは、人間的に劣っているものでは絶対ない。身長が高

かったり低かったり、足が遅かったり早かったりするように、少し個人差があるだけだと。 

見学を続ける中で、その言葉通りだと痛感しました。私が、想像していた以上に、みなみのかぜ支援

学校の生徒の皆さんは、いきいきと楽しみながらそれぞれに具他的な目標をもって活動されていた

からです。小学生の授業では、本当に純粋で可愛い笑顔が目立ちました。高等部では、喫茶店の

経営という大きな軸を中心に、一人一人が役割を持つことで、責任も感じながら作業をしているよう

に感じました。さらに、元気よく挨拶をしてくれる生徒ばかりで、とても嬉しかったです。 

もちろんその背景には、大勢の職員の方々の苦労や工夫があります。気を長くしなければならない

し、決して楽しいばかりの仕事ではないと思います。しかし、みなみのかぜ支援学校の生徒の皆さん

の、私たちの背中を押してくれるような明るくてありのままの姿勢が、職員の方々の原動力なのでは

ないかと思いました。特別支援の魅力を知ることが出来た半日だったと思います。 

           宮崎南高等学校 2年 Ｎ．Ｓ．  

   この体験学習学習報告は、宮崎南高等学校 2年生の生徒さんが、体験学習で、みなみのかぜ支援

学校を訪問した時の感想文です。 

人としての生き方、そして、広く生命について考えることに大きく精通した内容は、とても濃い内容だと

思います。しかも、たった半日というとても短い時間の中で、これほどまでに簡潔に支援のあり様、そ

して人間観にまで言及されたことに、障がい福祉に携わるものとしてともて深い感銘を感じました。 

今後もますますこのような取り組みが促進され、障がいという言葉が消えてなくなることを心から願わ

ずにはいられません。 とても良い感想文を読ませて頂きました。ありがとうございました。    山元 
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１２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♪ 

小林 龍也さん(３日・清武せいりゅう支援学校)     岩切 和也さん（６日・愛泉会） 

椎屋 佑希乃さん（１２日・在宅）              日吉 和美さん（1５日・発達支援センター宙） 

白水 佑典さん（１９日・療育センターB型） 増田  柊さん（２１日・清武せいりゅう支援学校） 

坂口 玲奈さん（２８日・清武せいりゅう支援学校） 長友 早紀さん（２８日・清武せいりゅう支援学校）  

黒木 小春さん（２９日・清武せいりゅう支援学校） 

４ 

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

