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12月02日朝日新聞より抜粋 

「障害者支援に１２００億円、負担増を軽減 与党合意」 
 

１割の利用者負担になり、利用控えなどが起きている。 

自民、公明両党は１日、負担軽減などのため、０８年度までの３年間で１２００億円の予

算措置を政府に求めることで合意した。このうち９６０億円は今年度補正予算に計上。 

通所施設などサービス事業者を支援する基金を創設。 

減収となった事業者などへの支援にあてる。 

今回の対策は、３年後に同法が見直されるまでの経過措置。 

補正予算に計上しない残りの２４０億円は０７、０８年度の当初予算への計上を求める。 

基金を活用し、事業者への支援策として、前年度収入の８割を保障している現行の措置を

９割保障に引き上げる。障害者に雇用の場を提供している小規模作業所に対しては、０５

年度に廃止した補助金も一時的に復活させる。１作業所あたり１１０万円を軸に調整する。 

利用者の負担軽減策も拡充。現行制度では、社会福祉法人が提供する通所・在宅サービス

を利用すれば、利用者が負担しなければならない額の上限が通常の半分になるが、この上

限を４分の１に引き下げる。対象も社会福祉法人に限らず、ＮＰＯや民間会社などのサー

ビスを利用した場合にも広げる。同法の施行以降、障害者団体から「収入が少なく、生活

が圧迫される」と負担軽減を求める声が相次ぎ、対応策を検討していた。」 

 

現在、当団体でも障害者自立支援法についての学習をしていますが、制度の内容を伝え

ていく中で、何が不足しているのか。何が必要かが見えてきます。障害当事者、事業者に

とって、少しでも負担が軽減される施策にして欲しいものです。社会福祉法人減免はnpo

に限らず営利法人にも広げるとのことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

＜＜＜＜おおおお願願願願いいいい＞＞＞＞「ＣＩＬもりおか」は、現在全国のジャスコで行われているイエローレシ

ートに参加しています。毎月１１日の日は、レシートが黄色いので、イエローレシー

トと呼ばれ、この日のイエローレシートを参加団体 BOX に投函すると、レシート合計

金額の１割の金額商品が、参加団体へ寄贈されます。イオン盛岡で１１日買い物をす

る際は「ＣＩＬもりおか」へ投函して下さいますよう、ご協力お願いします。 

＜障害者自立支援法障害福祉サービス居宅介護・介護保険訪問介護については…＞ 

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    自立生活支援自立生活支援自立生活支援自立生活支援センターセンターセンターセンター・・・・もりおかもりおかもりおかもりおか        

ヘルパーステーションヘルパーステーションヘルパーステーションヘルパーステーション・・・・それいゆそれいゆそれいゆそれいゆ 

020-0863 岩手県盛岡市南仙北2丁目27-1 鈴木ビル1階2号室    電話／fax：019-636-0134 

ＩＰ番号：０５０-１３８２-０１３１←緊急時、このＩＰ番号から登録転送先に電話転送されます 
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                             伊五澤博司 

 今回は養護学校を終わってからの進路選択について書きたいと思います。 

 養護学校を卒業すると、様々な人が色んな道に歩き始める。でも、重い障害の人は施

設に行く人がほとんどだと思います。それに関しては、障害の程度と、家族の意思と、

一番大きいのが養護学校の先生の判断、施設の職員の判断や医者の判断で人生が決め付

けられてしまう。昔に比べて、今は障害者の地域移行が進んでいても、私の見た限りで

はまだまだだと思う。ただ障害の程度とか、障害者の意思とかを考慮して進路選択をし

なければならない。人生の選択として考えなければいけないのは、人間誰でもそうだけ

ど、何を目指して、何を目的にしたいのか、はっきりしなければならないと思います。

たとえもし意思決定ができない障害者でも、親がちゃんと子どもに合った将来を考えて

やることも必要だと思います。ちゃんと意思決定ができる重度障害者だと何ができて何

を目指したいのかをはっきり自分で、近くの人とか親でもいいし学校の先生や施設の職

員にちゃんとした言葉で伝えるべきと思います。それは生きる上でどうやって生きるか

の大切なことであるし、人から言われて人生を決められてしまうのは大変さびしいこと

でもあり、やっぱり自分の人生は自分で決めるべきだと思う。 

 私は施設を選ばなかった理由として、施設に入ればずっと出られなくなる事と、施設

よりも自分で何とかして一人暮らしをしたかったことと、家族が施設を選ばなかったこ

ととがあります。確かに施設って言うのは時間に追いやられて、朝六時におきて七時半

にご飯を食べ、九時に学校に行き、十二時に昼食で夕方の五時に夕食を食べてあとは九

時に寝る。障害児施設にいたけれど、大人になって身体障害者施設に入って決められた

時間、決められたことを施設で一日中やるなら、自分の人生においてやりたいこと、目

標と知ることを自分の糧にしていき進むことを決めました。確かに、施設には入ればテ

レビを見たり、ある程度は潰せるけれど、ただ死ぬまでにワンパターンの生活は苦しい

と思ったし、身体障害児施設だった頃、トイレの便器に座る時間とか部屋に入る時間と

かちゃんと決まっていて、やっぱりトイレをしたかったとき我慢したり、自分が重い言

語障害なので、職員とコミュニケーションをとっても、職員が会話を打ち切って職員の

考え方で自分の介助をされたことが一番苦しかった。18歳のときに自分でなんとか生き

られるように、実家に戻って学校で教えられなかったことを色んな人達とコミュニケー

ションをとりながら学び、色んなものを見て社会のこととか世の中のルールみたいなこ

とを自分で覚えた。やっぱり 18歳までの自分の世界観と今自分で生き抜くことを覚えた

世界とはかけ離れたものだと思う。自分が目指しているものがあって、それに突き進む

ことが今の目標である(フォトグラファー)。障害が重くても意思があれば、目標がある

と思うから、自分がちゃんと見つめることで次のステップにあがることができる。私も

この生活でまだまだだとは思うし、波があって、だからこそ人生が面白いと思う。自論

だけどね。自分で自分の人生を決めて、責任感を持って本当に目指したいことを自分の

生き方を考えて、自分を見つめることが大切です。 

 
↓お知らせ 

｡｡｡｡ﾟ゚゚゚｡｡｡｡♪♪♪♪    ･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･☆☆☆☆。。。。ﾟ゚゚゚｡｡｡｡･ﾟ･ﾟ･ﾟ･ﾟ        ＣＩＬＣＩＬＣＩＬＣＩＬもりおかもりおかもりおかもりおか        ｡｡｡｡ﾟ゚゚゚｡｡｡｡♪♪♪♪    ･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･☆☆☆☆。。。。ﾟ゚゚゚｡｡｡｡･ﾟ･･ﾟ･･ﾟ･･ﾟ･    

事務所開所時間 １１時～１８時（月～金） 電子メール＆手紙相談 随時受付 

相談・問い合せ  面接相談１１時～１８時 電話相談９時～２２時 
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「ｘ‘マス会昼の部に参加して」 

 

ヘルパー 川村幾見 

皆さんとお好み焼き、ホットケーキ作りという形で交流できた事がとても楽しかった

し、経験の浅い自分にとっては利用者の方々と話す良い機会だったので色々な意味でい

い経験になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 今川幸子 

〔〔〔〔不定期連載不定期連載不定期連載不定期連載〕〕〕〕第二回第二回第二回第二回ののののテーマテーマテーマテーマはははは「「「「バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー新法新法新法新法についてについてについてについて」」」」    

平成６年制定の｢高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築

の促進に関する法律（ ハートビル法） ｣と平成１２年制定の｢高齢者、身体障害

者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律（交通バリアフ

リー法）｣を統合・拡充させた「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律（ バリアフリー新法）」が本年６月制定され、１２月２０日に施行され

ます。 
これまでのハートビル法、交通バリアフリー法の正式名称「高齢者、身体障害

者等・・・」となっていました。バリアフリー新法も当初は「高齢者、身体障害

者等・・・」のままにしようと国は考えていましたが、多くの障害者団体から、

身体障害者以外の知的障害者、精神障害者も対象だということを全面的にわかる

ようにと運動してきた結果、「高齢者、障害者等・・・」となりました。 
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このこのこのこの新法新法新法新法によりによりによりにより新新新新たにたにたにたに追加追加追加追加されたされたされたされた点点点点    
交通バリアフリー法の移動円滑化基準に追加された主な事項では、旅客施設で

は、車両の乗降口が一定している等一定の要件に該当するプラットホームでは、

ホームドア又は可動式ホーム柵を設置すること。また、通路、プラットホーム等

に照明設備を設けること。エスカレーターには、視覚障害者が情報を知るために、

行き先及び昇降方向を音声により知らせる設備を設けること。自動改札機を設け

る場合には、進入の可否を示すこと。知的障害者に情報を知るために、エレベー

ター、便所等主要な設備の付近には、ＪＩＳ規格に適合する図記号による標識を

設置すること。聴覚障害者が情報を知るために、乗車券等販売所、案内所に筆談

用具を設け、筆談用具があることを表示すること。 
２．車両等では、視覚障害者や知的障害者が情報を知るために、車両番号等を

文字及び点字で表示すること。聴覚障害者が情報を知るために、筆談用具を設け、

筆談用具があることを表示すること。また、車両では新たに福祉タクシーが対象

に追加された。福祉タクシーの車両には、 車いす等対応車の場合、車いす等使

用者の乗降を円滑にする設備を備えること。車いす等の用具を備えておくスペー

スを一以上備えること。筆談用具を設けること。回転シート車の場合は、助手席

又は後部座席を回転させるための設備を設けること。折りたたんだ車いすを備え

ておくスペースを設けること。筆談用具を設けること。等 船舶に関しては、食

堂、売店には、筆談用具を設け、筆談用具があることを表示すること。が追加さ

れた。 
 
●交通バリアフリー法の基本方針からの主な変更部分を下記のとおり一部挙

げる。 
１．移動等円滑化の意義及び目標に関する事項 
・知的・精神・発達障害者も法の対象。 
２．移動等円滑化のために施設設置管理者が構ずべき措置に冠する基本敵事項 
・特定建築物等移動円滑化が義務付けられていない施設においても積極的対応

を期待。 
・乗車・利用拒否の発生を防止し、円滑なコミュニケーションを確保するため

計画的な研修、マニュアルの整備等による職員教育の一層の充実 
３．基本構想の指針となるべき事項 
・協議会の活用等による高齢者、障害者等（知的・精神・発達障害者を含む）

の意見反映に留意。 
・重点整備地区外の特定旅客施設及びこれと重点整備地区を結ぶ車両の移動等

円滑化も事業と位置付けることが可能。 
・事業の着手時期、予定期間をできる限り明確に記載。 
・事業間の連携・調整にあたり、協議会制度の有効活用を期待。 
・協議会の活用等による事後評価を含め、利用者や住民の参加によるスパイラ

ルアップが重要。 
４．移動等円滑化の促進のための施策に関する基本的な事項その他移動等円滑

化の促進に関する事項 
①国の責務及び構ずべき措置 
 ・スパイラルアップと心のバリアフリー・ 
②地方公共団体の責務及び構ずべき措置 
 ・国に準じた措置と上乗せ条例による積極的な対応。 
③施設設置管理者以外の者の責務 
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 ・地下街、自由通路、駅前広場等を設置又は管理する者もバリアフリー化の

ために必要な措置をとるよう努めることが必要。 
④国民の責務 
 ・誘導ブロックへの駐輪や身体障害者用注射スペースへの駐車等を行わない

等高齢者、障害者等の円滑な移動及び施設の利用への協力が重要。 
 
ハートビル法から変更・追加された主な事項については下記のとおりである。 
●バリアフリー化の対象施設にホテル又は旅館の客室が追加 
●バリアフリー化の義務付け対象用途（特別特定建築物）に公共用歩廊（ペデ

ストリアンデッキ・自由通路等）が追加 
●アリアフリー化の義務付け基準（建築物等円滑化基準）にエレベーター、便

所又は駐車施設の付近には、原則 JIS規格に適合する標識を設置すること。エ

レベーター、車椅子使用者用駐車施設等の案内設備等を設けること。ホテル等

の客室について、高齢者、障害者等が利用しやすい構造とすること。（客室総数

５０以上の場合、そのうち１以上） 

 

また、両法の対象外だった道路や路外駐車場、都市公園なども新設や改良する

場合、基準に応じたバリアフリー化が義務づけられることになります。 
 

どのような内容があるか一部説明すると、路外駐車場の設置に関する基準には、

当該駐車施設と出入口とを結ぶ利用者のための経路について、傾斜路を併設する

場合を除き階段又は段を設けない等とすること。など明記されました。 
 
特定公園施設の設置に関する基準については、都市公園の出入口及び駐車場と

主要な公園施設との間の経路を構成する園路及び広場、屋根付広場、休憩所及び

管理事務所、野外劇場及び野外音楽堂、駐車場、便所、水飲場及び手洗場、掲示

板及び標識について、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とする旨等を

定めている。 
 

 
↓事務所地図               ↓お知らせ 

 

 第５期会員募集中  

当団体の趣旨をご理解いただき、支援   

していただける会員を募集しています。 

正会員正会員正会員正会員（（（（購読料含購読料含購読料含購読料含））））    一口一口一口一口    ２２２２，，，，００００００００００００円円円円    

賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員                                            無制限無制限無制限無制限    
会費振込先会費振込先会費振込先会費振込先            盛岡信用金庫都南支店盛岡信用金庫都南支店盛岡信用金庫都南支店盛岡信用金庫都南支店    
口座番号口座番号口座番号口座番号                            ０１７８３６２０１７８３６２０１７８３６２０１７８３６２ 

口座名義口座名義口座名義口座名義「「「「CILCILCILCIL もりおかもりおかもりおかもりおか    代表川畑昌子代表川畑昌子代表川畑昌子代表川畑昌子」 
※ 入会希望の方はご一報下さい。 
※ 019-636-0134 又は、IP050-1382-0131 
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福祉福祉福祉福祉 GISGISGISGISワークショップワークショップワークショップワークショップ参加参加参加参加レポートレポートレポートレポート    

１０月２８日（土）に福祉 GIS（※１） ワークショップ「平泉 UDガイド」

の社会実験に参加してきました。これは、平成２０年度の世界遺産登録を想定し

て、ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に基づいて岩手県立大学ソフトウェ

ア情報学部阿部昭博教授が中心となり、平泉中尊寺並びに毛越寺の観光スポット

を誰もが安心してアクセスできるための研究開発を行っているものです。 
 視覚に障害がある人や車椅子を利用する人及び外国人にも、必要に応じた情報

が自由且つ迅速に入手できるシステム【ICタグの設置と無線 ICタグ対応の携帯

電話を活用する方法】を構築しようとするものです。 
 このシステムには車椅子トイレの場所はもとより、観光ルートの情報、レスト

ランにお土産情報等、平泉町の紹介などに加え外国語での案内も選択できるもの

を目指しています。 
 当日は、班事に分かれて中尊寺、毛越寺を交換しながら実験を行いました。中

尊寺では、アップダウンがきつい坂道が多く、自動車で本堂まで移動し、そこか

ら車椅子で移動できる範囲で行いました。見物場所事に無線 IC タグがあり、そ

こから電波が自動的に携帯電話に受信されるシステムとなっていました。このた

め、移動中に情報が常に入るため、その度に携帯のバイブが鳴りっぱなしでした。

なお、マナーの観点からお寺側から情報受信は着信音ではなく、バイブでという

ことでした。 
 毛越寺は、中尊寺とは違い平坦な道

のため車椅子で移動するのは楽でし

た。見物場所ごとに無線 ICタグはあ

りますが、中尊寺とは違い、タグに接

近して携帯の受信ボタンを押さない

と情報を得ることができないシステ

ムとなっていました。また中尊寺の時

とは違って、クイズや復元図などコン

テンツがあったり、携帯から音声によ

るガイドができるようにしてありま

した。 
 中尊寺、毛越寺を周り終わった後、参加者全員が集まって感想等それぞれ述べ

ました。身体障害者、視覚障害者の参加者から、中尊寺のように自動的に情報が

受信できるほうが便利であるという、積極的な意見がたくさん出されました。 
 
※１ 福祉 GISとは・・・地図情報システム(Geographic Information System)
は、位置や空間に関する情報をもったデータ（空間データ）を総合的に管理・加

工し、視覚的に表示できる高度な分析や迅速な判断を可能にする技術です。これ

を福祉分野に応用し、インターネットや携帯電話で利用可能な住民参加型バリア

フリーマップ普及促進の在り方について調査、検討、提言を行い、データの継続

的更新を可能とする電子バリアフリーマップの普及促進を図り、高齢者・障害者

が必要とする情報の共有・流通拡大を目指している。 
 
編集後記  

激動の２００６が過ぎようとしている。これからも私達の運動は私たちが生きている限

り続いていくが、この月日の節目に一呼吸置いて、新たな気持ちで邁進していきたい（ま）。 
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（（（（18.18.18.18.9.19.19.19.1----11118888....12.3112.3112.3112.31）ＣＩＬ）ＣＩＬ）ＣＩＬ）ＣＩＬもりおかもりおかもりおかもりおか活動報告活動報告活動報告活動報告 

０９０９０９０９月月月月        １０１０１０１０月月月月        

０１日 個別相談 ０１日 盛岡社会福祉専門学校介護福祉科２年生ＣＩＬ

もりおか見学：２名／介助者ミーティング 

０２日 新人介助者研修実施 ０２日 個別ＩＬ 

０３日 新人介助者研修実施／個別ＩＬ ０５日 岩手河川国道事務所バリアフリー調査：４名 

０４日 新人介助者研修実施／介助者ミーティング    ０６日 介助者面接／滝沢村役場交渉 

０５日 介助者面接 １０日 盛岡市地域福祉課と移送サービスについての話

し合い：１名 

０６日 訪問相談 １２日 介助者面接 

０７日 個別相談 １３日 個別ＩＬ 

０８日 個別相談 １６日 新人介助者研修実施：１名 

０９日 運営委員会：３名 １７日 新人介助者研修実施／岩手運輸支局訪問：１名 

１２日 介助者ミーティング ２１日 運営委員会：３名 

１３日 個別ＩＬ ２２日 障害者自立支援法研修／重度訪問介護研修：１名 

１４日～

１６日 

ピアカウンセリング集中講座受講（仙台）：２名 ２４日 仙北小学校、岩手大学付属養護学校訪問：１名 
介助者ミーティング／個別相談 

１７日 しいのみホーム祭り見学：２名 ２６日 個別相談 

１９日 全国障害者介護保障協議会電話会議：１名 ２７日 名取市ＴＩＪ支給量削減署名活動支援：３名 

２１日 個別ＩＬ ２８日 福祉ＧＩＳワークショップ参加（平泉町）：５名 

２３日 運営委員会 ２９日 一関ワークキャンパス文化祭見学：２名 
難病連交流集会参加：３名 

重度訪問介護研修：１名 

２７日 アクセシブル新潟＆アクセシブル盛岡スタッフ

と交流会（ホテルメトロポリタン：４名） 

３０日 個別相談 

    
１１１１１１１１月月月月        １２１２１２１２月月月月        

０１日～ 北海道、東北、北関東ＣＩＬブロック研修：３名 ０１日 運営委員会：３名／支援法研修／個別相談 

０３日  ０３日 介助者ミーティング／訪問相談 

０４日 個別ＩＬ ０４日 介助実技研修 

０５日 個別相談／重度訪問介護研修実施：２名 ０５日 支援法研修 

０６日 福島県田村市船引町支援費裁判傍聴支援：２名 ０７日 支援法研修／電話会議：２名 

０７日 個別相談／重度訪問介護研修実施：２名 ０８日 支援法研修 

０８日 個別ＩＬ １０日 政策研修会（自立支援、交通まちづくり分科会）：

３名） 

個別相談 

０９日 個別ＩＬ／介助者ミーティング １２日 個別ＩＬ 

１１日 個別相談／介助者ミーティング １３日 個別ＩＬ 
東北運輸局主催 「バリアフリー新法説明会」

（仙台）：１名 

１４日 個別相談／介助者ミーティング １４日 介助研修 

１６日 岩手女子高等学校社会人講話：２名 １６日 クリスマス忘年会実施：参加２８名 

１７日 介助実技研修 １７日 学生無年金障害者訴訟弁護士講演傍聴：２名 
介助者実技研修 

１８日 介助者ミーティング １８日 コーディネーター研修（東京小平）：１名 

２０日 個別相談 ～１９

日 

支援法研修 

２１日 全国障害者介護保障協議会電話会議：１名 ２２日 個別ＩＬ 

２２日 個別相談／介助者ミーティング ２７日 個別訪問 

２４日 個別ＩＬ ２８日 支援法研修／事務所年末年始お休み～３日まで 

２８日 個別相談／介助者ミーティング   
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