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新年のご挨拶 

皆様にはお健やかに新春を迎え、ご健勝のこととお慶び申し上げま

すとともに、旧年中は父母の会の活動に対して、格別のご高配とご協

力を賜り厚く御礼申し上げます。 

昨年は、長引く不況下に、追い打ちをかけるがごとく新燃岳噴火、

東日本大震災による津波・原発事故をはじめ各地で大きな災害が発

生し、また世界に目を向ければ、タイの大洪水、アフリカでは一党独裁

国家の崩壊、ユーロ圏ではギリシャ、イタリアの国家的破局の危機等、

辛い経験と不安が残った年であったと思います。 

しかし、そんな明るい兆しが見えない中で、私たちにとって最も必要

で忘れてはならない『人との絆』の大切さを、あらためて痛感し思い起

こした一年でもあったと思います。 

いま国では、平成１５年にスタートした障害者自立支援法から、平成

２５年８月の障害者総合福祉法(仮称)制定を目指し、着々と準備が進

められていますが、私たちの本来の目的は、肢体不自由児・者独自の

福祉制度と基本理念の構築であると考えます。障害者総合福祉法(仮

称)制定までには、まだまだ相当な時間がかかり、肢体不自由児・者に

とって直ちに必要な制度やサービスなど山積した身近な課題は、新法

制定を待たずに即刻現行法の中で解決していかなければなりません。 

その一方で、私たち父母の会も、自らの目的を達成するために、頼

るべきもの、頼らず独自で切り開いていくべきものをしっかりと見極め、

行政と緊密な協働体制のなかで、地域との連携も積極的に深めてい

かなければなりません。 

２４年度の父母の会の新たな活動目標として、災害時、外出先や旅

行先などでの不測の事態に備え、自分の身を守るための手段の一つ

として、「ヘルプカード・システム」構築と導入、そして普及を目指し、さ

らには他県との連携をも積極的に深めていきたいと考えています。 

そしてまた、障害者総合福祉法の制定や障害者権利条約批准を見

据えて、私たち保護者も法律の行方をしっかりと見極め、そして理解を

深めるために、勉強会も積極的に開催をして参ります。 

おわりに、皆様にはこれからの障がい児・者を取り巻く一層の環境

改善のために、父母の会を大いに活用して頂きたいと考えております

ので、本年も変わらぬご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

今年も皆様が健やかでありますよう、こころからお祈り申し上げます。 

                 会長 山元 弘道 

親つばめ 

「明けましておめでとうござ
います。」は、霊に対する
祝福の言葉だった。 

１年の始めである正月を古の

人は、春の始まり、すなわち

「立春」と考えていたと記され

ています 

そして人々は春の訪れがもた

らす生命の誕生を心から喜

び、「新しい春を迎え芽が出

る」という意味を込めて、「め

でたい（芽出度い）」という言

葉を使い始めたと考えられま

す。 

また新年のあいさつ言葉の

代名詞の「明けましておめで

とうございます」という言葉

は、実は年が明け歳神様を

迎える際の祝福の言葉だっ

たようで、神様への感謝の言

葉を人々の間で交わすことに

より、心から歳神様を迎えた

ことを喜びあったということで

す。 

元来正月が、その年の豊穣

を司る歳神様をお迎えする

行事であることを考えれば、

納得がいきますね。 
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特別支援学校等における医療的ケアの 

実施に関する検討会議 

「特別支援学校等における医療的ケアの実施に

関する検討会議」が開催され、「特別支援学校

等における医療的ケアへの今後の対応」のとりま

とめに向けた検討が行われた。 

今後の対応では、特別支援学校の医療的ケア

実施の経緯、対象とする児童生徒等の実態、新

制度において必要とされる看護師等との連携協

力を踏まえ、特別支援学校における医療的ケア

を実施する際には、下記の体制が必要である。 

① 特別支援学校で医療的ケアを行う場合に

は、医療的ケアを必要とする児童生徒等の状態 

に応じ看護師等の適切な配置を行い、看護師

等を中心に教員等が連携協力して特定行為に

当たること。 

② 特別支援学校において認定特定行為業務

従事者となる者は、医療安全を確実に確保する

ために、対象となる児童生徒等の障害の状態や

行動の特性を把握し、信頼関係が築かれている

必要があることから特定の児童生徒等との関係

性が十分ある教員が望ましいこと。 

③教育委員会の総括的な管理体制の下に、特

別支援学校において学校長を中心に組織的な

体制を整備すること。 

 

障害者新法骨格提言、ニーズ中心の支給決定 
当事者とその家族、関係事業者などから構成さ

れた障がい者制度改革推進会議総合福祉部会

は、約１年半の検討を経て、障害者自立支援法

廃止後の「障害者総合福祉法の骨格に関する

総合福祉部会の提言」をまとめた。 

提言では、総合福祉法が目指すべきポイントとし

て、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

社会問題の解消、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を挙げた。 

支給決定の仕組みは、この六つのポイントのす

べてに密接にかかわる要となる部分である。障

害当事者が地域で、「障害のない他の市民との

平等」のもとに主体的に暮らしていくために必要

な支援の支給決定の在り方について、骨格提言

は、障害程度区分を用いない「協議調整」モデ

ルを提示した。これは「本人の暮らしへの希望を

前提とし、その暮らしのニーズに応じて支援を提

供する」ことを目的としたシステムである。 

提案する支給決定システムは、まずは本人の意

向を明らかにした上で、サービス利用計画を市

町村に申請し、市町村は、そこに示されたニー

ズについて「他の者との平等」のもとにアセスメン

ト(査定)を行うとしている。 

おもいやり駐車場制度(ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ･ﾊﾟｰﾐｯﾄ制度）が 2月からスタート♪ 

学校での合理的配慮、障害者権利条約で整理

文部科学省の中央教育審議会初等中等教育分

科会「特別支援教育の在り方に関する特別委員

会」は、合理的配慮等環境整備検討について、

障害者権利条約の定義を引用して合理的配慮

の考え方を整理する方向でおおむね一致した。 

改正障害者基本法は権利条約を基に「可能な

限り障害のある子が障害のない子とともに教育

を受けられるようにする」とインクルーシブ教育の

方向性を示した。現行では障害のある子が特別

支援学校・学級ではなく小中学校の通常学級に

入ると支援がないケースもあり、授業の仕方や教

材の工夫、設備の改修など、個別の調整や変更

(合理的配慮)をどう行うかが課題となっている。 

文部科学省が示した内容によると、合理的配慮

とは「障害のある子が他の子と平等に教育を受

ける権利を享有・行使することを確保するため、

学校の設置者が必要かつ適当な変更・調整を

行うことであり、学校教育を受ける場合に必要と

されるもの」「学校の設置者に対して財政面、体

制面で均衡を失したまたは過度の負担を課さな

いもの」と整理。 

バリアフリーを推進、インフラ整備へ中間報告 

わが国の社会資本(インフラ)整備の方向性を示

す「社会資本整備重点計画」の見直しを進めて

いる社会資本整備審議会交通政策審議会の計

画部会はこのほど、中間報告をまとめた。 

バリアフリーのまちづくりを進めることなどを盛り

込んでいる。中間報告では、今後のインフラ整

備の基本的考え方として、東日本大震災を教訓

に重点計画を再検討すること、「選択と集中」の

考え方に基づいて今後５年間に取り組む事業の

基準を定めることを提案。 

基準については、①今、整備しないと大規模・

広域的な災害リスクを低減できない、②産業・経

済の基盤や国際競争力の強化が著しく困難に

なる、③持続可能で活力ある国土・地域づくりの

実現に大きな支障をもたらす、④安全性などで

将来極めて危険になることを挙げた。重点計画

の柱としては「暮らしの安全の確保」「急激な少

子・高齢化への対処」「人口減少への対処」など

九つの政策課題を設定した。 
 



☆ 成人を祝う会のご案内とお誘い♪ 

今年の成人を祝う会は、例年とは趣向をかえて、ホテルでの昼食

会を兼ねて、成人への門出を多数の皆様のご出席をもって盛大に

お祝いをと考えています。つきましては、下記の日程で成人を祝う

会を催しますので、奮ってのご参加をお待ちしております。 

  期日 ： 平成２４年１月２０日(金曜日) 

  時間 ： 午前１１時３０分～１時間３０分程度 

  場所 ： サンホテルフェニックス２階カトレアの間 

  会費 ： ２，５００円 （昼食とドリンク付） 

参加のお申込みは１月１８日までに事務局０９８５－３1-2830 まで。 

   
 

○ ボーリング大会のお知らせ 

一昨年は、九州ブロック大会開催の関係でお休みをしていた恒例

のボーリング大会を下記の日程で開催しますので、奮ってのご参

加をよろしくお願いします。 

  期 日 ： 平成２４年２月１１日(土曜日)  

  時 間 ： 午後１時～ 

  場 所 ： 宮崎エースレーン 

  会 費 ： ５００円 (親子 2人、 靴代は自己負担です。) 

なお、当日は豪華賞品を準備していますので、奮ってのご参加を 

お待ちしています。 

参加申込は、２月３日(金)までに事務局０９８５－３１－２８３０まで。 

おもいやり駐車場 (ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾊﾟｰﾐｯﾄ) 制度が 

２月スタート！ 申込受付中 

兼ねてより、商業施設、病院、銀行、公官庁などの公共的施設に

設置された身体障害者専用注射スペースに、一般の車が駐車して

いるために利用できないことが多々ありましたが、今回の制度施行

により本当に必要な方々の駐車スペースの確保が図られます。 

このおもいやり駐車場(ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾊﾟｰﾐｯﾄ)制度の４つのポイントは、 

１． 身体障害者用駐車場を利用できる方が明確になります。 

２． 利用証の掲示により、不適切な利用を防止できます。 

３． 身体障害者用駐車場の適正利用への理解が深まります。 

４． 妊産婦など一時的に歩行が困難となる方の利用も可能に 

            利用証は、 

１． 車いす利用者用 

２． 障がい者・高齢者・難病患者用 

３． 妊産婦・けが人用 

以上の３種類に分かれています。 

なお、利用証申請窓口は、 

宮崎県障害福祉課、各福祉こどもｾﾝﾀｰ、各地区保健所、市町村

窓口（宮崎市の場合は障害福祉課）までお願いします。 

申請に際しては、身障者手帳、療育手帳を持参してください。 

なお、郵送での申し込みも可能ですので、郵送での申し込みの場

合には、申請書と身障者手帳の氏名、生年月日、障がいの等級な

どが確認出来る部分をコピーのうえ同封してください。 

３ 

お雑煮 

雑煮の歴史は古く、室町時代

頃にはすでに食されていたよう

です。当時、武士の宴会では

必ず一番初めに酒の肴〔さか

な〕として雑煮が振舞われてい

ました。すなわち雑煮は宴の

一番初めに食べる縁起のよい

料理で、雑煮を食べなければ

宴がはじまりませんでした。 

この習わしが、一年の始まりで

ある元日に雑煮を食べるように

なったと伝えられています。 

当時餅の原料である米は高価

なものであったため、一般庶民

のお雑煮には餅の代わりに里

芋が入っていたようです。江戸

時代に入ると、一般庶民でも

簡単に餅が手に入るようにな

り、北海道や沖縄を除いて全

国的にお雑煮で正月を祝うよ

うになりました。味噌味としょう

ゆ味、丸餅と角餅などの東西

のお雑煮の違いは、江戸時代

からすでにあったと考えられて

います。 

ちなみに、現在では北海道で

もお雑煮の食文化があります

が、それは明治以後に本州か

ら移り住んだ人々が持ち込ん

だと考えられています。一方、

沖縄には今も雑煮文化はあり

ません。 



みんなの広場 

みなみのかぜ支援学校体験学習を通して（その２） 

 私は進路の選択を広げられると思い、今回特別支援学校を見学させてもらいました。この分野に関して
は、私自身あまり知識がなく、今までも本やインターネットで調べただけでした。しかし、一度このように見学

しに行くと、その学校の雰囲気やシステムが身をもってわかるのでとてもためになります。私は特別支援の分

野は正直どの職業よりも大変ではないかと考えていました。ところが実際、学校に行ってみると、生徒 3人程

度に 1人先生がつくなど、決してハードな仕事ではないと実感しました。それ以前に、障がいを持っている

から大変といったことは全然ないことがわかりました。 

 発表の練習を見学させてもらった時に、高等部の生徒が叫びだしなかなか立ち上がらず、先生が一生懸

命舞台に連れて行こうとしているシーンがありました。正直こういうことがあるから大変なのだろう。と思ってし

まいました。しかし、案内を担当してくれた主任の先生が「あなたたちだって私が次にどこを案内してどうした

いか行動するかを一切教えられなかったら不安になるはずです。あの子も何をすればよいかが理解できなく

て、ああやって叫んでしまう。感じていることはみんな一緒だけど、少しみんなより表現が大きいだけなんだ

よ。」とおっしゃっていました。そういう見方をすると、何ら違和感のない光景だと思うことが出来ました。また

その先生は舞台にその子を立たせるために、無理矢理引っ張った先生のやり方を注意していました。「体力

でその子を立たせるのは誰だってできる。この現場でしなければいけないのは知恵比べ」とおっしゃってお

り、どうすればこの問題を解決できるかを考えることがこの仕事だと実感しました。 

特別支援の仕事で大変なのは体力を使うことだと思われがちですが、そうではなく一番工夫が必要なのは

「考える事」であると学びました。この子がどうしたら自立できるかを考え、一人ひとりと根気よく向かい合って

いくことが大切です。私は、そういう面では小学校や他の職業の方も、一緒であると感じました。「特別支援

だから大変」ということは決してありません。逆に、生徒に対して先生が多くつくので一人ひとりと向かい合え

る良い仕事、環境であると思いました。 

この体験を通して本やインターネットでは絶対に分からないことを、身をもって学ぶことが出来ました将来、

私がこの分野の仕事に就くかはまだ分かりませんが、今回の体験が職業選択のときに大いに役立つはずで

す。本当に今回見学に行って良かったと思います。次のこのような機会があれば積極的に参加し、自分の

進路と向き合おうと思います。                        宮崎南高等学校 2年 Ｓ．K．  

   前回に続き、宮崎南高等学校 2年生の生徒さんの体験学習学習報告を掲載させて頂きました、 

常日頃から「障がい児・者に対しての偏見をなくしましょう！障がいがあっても同じ人間、ちょっとだけ個性が強

いだけなんです。」と話をしてきましたが、いとも簡単に、障がい児・者、或いはそれに携わる人に対する先入観

を、メガネをさっとかけ替えるがごとく、あっという間に払しょくし理解する許容力は、頭の柔軟さだけで果たして

成せる業なのだろうかと思ってしまいました。  

今回のお二人の感想文を読ませて頂いた限りにおいては、私たちの究極の目的でもある「障がい」という言葉

をこの世からなくすことも、まんざら遠いことでもないような気がしてきました。 

このような若人がたくさん育まれることを、あるいは育んでいかなければと、心を新たにした次第でした。                                              

山元 
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１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♪ 

１６日，曽根 陽子(そね ようこ) さん       ・発達支援センター宙 

２１日，菅原 沙英(すがわら さえ) さん     ・油津中学校 

２６日，梅ヶ谷 晴香(うめがたに はるか) さん ・清武せいりゅう支援学校 

３１日，野崎 愛(のざき あい) さん        ・療育センターB型 

４ 

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

