
 

 

 

 

 

 

最近の障害者自立支援法の動向について 

10月1日から完全施行されたこの法律が、11月に入り

混乱の中にも、動きつつあります。そこでこれまでの検

証と混乱の元などを少しお話しておきます。 

皆さん憤っています。 

この大混乱を呈している原因は何か？「障害者自立支援

法」が政府与党のごりおしで十分な審議もないまま数に

まかせて成立させてしまった。審議をつくして「確かに

そうだネ。その制度内で私たちも努力して

いこう」「いろいろと 検討したがやむを得

ないよネ」と云う経過を踏んだ法律でない

ところに皆の怒りが大爆発。 

身体障害者、知的障害者、精神障害者 三障害全ての個

人団体が反対し「もっともっと自分たちの声を聞いて！ 

そして議論をつくして」と各種の請願なども無視して強

行に成立させた。ここに全ての問題があります。  

ある会合での話らしいが、聴覚障害者が手話通訳をお願

いしても 1割負担。「おはようございます。今日もいい

天気になりましたネ」と健常者に手話で挨拶し、訳して

もらうにも負担金が掛かる。「こんな話ってあります

か？」「私たちに外と話をするなということですか？」 

「障害者自立支援法は本当は「障害者自殺支援法」やネ」 

と云われたことが冗談に聞こえなかったと、ある方がし

みじみ語られていた。  

このことはこの悪法に反対する集会でも話題になり、最

終的には、市役所が当面の間凍結することで決着した。  

「応益負担」に反対する集会が各地で展開されています

が、多くの声が行政を動かすこともあります。皆さんもいろんな

場面で憤りましょうネ。 

障害程度区分ってなに? 

障害福祉サービスの個別給付について支援の必要度に関す

る客観的な尺度のことを云います。行政は今後この区分を

サービス受給中の障害者全員に当てはめてゆきます。 

これも様々な問題を孕んでいます。調査員にも多いに問

題あり。また調査の仕方に疑問があることも指摘されて

います。知的障害者や精神障害者などは現状より軽めの 

区分が認定される弊害も起っています。  

区分認定のもとで末端現場は大混乱。 

歪みは日に日に大きくなり、末端現場は大混乱。 

利用時間の多い障害者はそれだけ区分が重い。ただ全体

で９０時間を越えると重度訪問介護の対象ですが、この

項目に係わる諸問題が詳しく検証されないまま新法を

適用したことが混乱を招き、その都度対応が検討され、

後から対応策が追加されています。  

その混乱点の幾つか。  

当時行政はひとつずつ検証し実行していかなかった。その場

の小手先の対応が混乱に拍車をかける結果になった。何が何

でも１０月スタートと無理を通すところに、混乱のもとがあった

ことをきっちり認識しておく必要があります。 

・また居宅介護と重度訪問介護(移動中介護)との同一事

業所での契約はバツですが、以前は居宅介護と移動介護

の契約は一般的であったので直ちに見直すことは困難

であり、当面の間やむを得ないと考えますと役所の見解。  

・同じく重訪については３０分単位の時間配分がない。

これは１時間単位に切り上げ？支給量を越えての請求

となる可能性がでることにはそうなる場合があります

が、従来の介護計画を見直してと云います。「支給量超

過分を福祉事務所に申し出て変更をしてください」との

こと。これらは当然最初から想定できる内容です。  

・本来は区分６になるが現在出している区分は仮区分４

この方の正式認定が下りるまでは事業者は

低い金額でしか請求できないのか？この分

も追って請求対象にはなるが、なぜ最初から

きっちりと区分認定が出せないのか。  

・今までガイドヘルパーのみで移動支援に当たっていた

者が重訪対象になればヘルパー基準が上がるが従来か

らのヘルパーは対象外。しかし新規の場合は 2級ヘル

パーが対象者となってしまうようだ。 

・当然区分６の方も仮区分では１などがでている。直ぐ

に遣り変えるのでこれで良いとの解釈か。確かに遣り変

えたが事業所は何度も変更し、利用者からの問い合わせ

が殺到。同様のことがいっぱいありました。 

いろんな矛盾を含んだままの船出でしたが、利用者の方々

にご迷惑や不安をかけることは出来ません。今後も私達は

皆さんにより良いケアをご提供していきます。(記事:塩谷) 
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例年に比べ気温が高く、木の葉がなかなか色づかなかった今年･･･11月に入りようやく紅葉が見え

始め、今まさに紅葉が見ごろの時期となりました♪市内は観光客や修学旅行生で溢れていて、この雰

囲気に誘われ何だか私も胸踊っています(>_<) 今回の通信は、10月22日に出掛けた秋レクの報告を

中心に、障害者自立支援法が施行されて半年の現状の報告、クリスマスに向けてのイルミネーション

情報など、この時期の情報盛りだくさんでお届けしたいと思います。年末にかけてイベントも多いこ

の時期、今回の通信が皆さまの年末予定の参考となれば嬉しいです(̃_̃) 



１０月２２日に奈良に出かけました☆☆☆ 

この日は快晴。天候に恵まれた秋晴れの気持ちの良い一日となりました(̂ô)丿 

１１時ごろに奈良公園に到着し、午前中は東大寺を拝観しました。家族連れや修学旅行生、海外から

の観光客など沢山の人たちが訪れており、大仏殿の境内は人でいっぱい。そして、多くの人が大きな

大仏に見入っていました。もちろん私たちも･･･(*̂。 *̂) 

 昼食は、奈良公園内で。昼食時はポカポカと陽ざしが暖かく、太陽の下でのお弁当は格別でした♪ 

その後は、公園内を散歩したり、すぐ近くにいる鹿に触れたり、久々に再会した方とおしゃべりした

りと、各自で自由な時間を過ごしました。この秋レクが皆さまにとって有意義なものとなっていまし

たら幸いです(̂｡ )̂ 

奈良公園に到着 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イイ笑顔♪♪ これから皆で東大寺に向けて 
出～発☆ 

大大大仏仏仏殿殿殿ののの入入入口口口ででで皆皆皆ででで一一一枚枚枚   

東 大 寺 

わぁ♪ 

鹿 かわいい♪ 

仲良しな２人で

一緒に( .̂^) 

たたたくくくさささんんん笑笑笑っっっててて、、、おおおしししゃゃゃべべべりりりしししててて   

楽楽楽しししかかかっっったたたとととのののこここととと☆☆☆☆☆☆嬉嬉嬉しししいいいででですすす♪♪♪ 

ゆうりんの家にとって 

レクとは・・・ 

春はお花見、夏は海水浴、秋は一泊

旅行・紅葉狩り、冬はクリスマス会

など･･･毎年、季節ごとにゆうりん

の家ではレクリエーションを企画

しています。普段、顔を合わせる機

会の少ない会員さん・利用者さんた

ちの交流・情報交換の場に、(地域

にまだまだバリアが多い中で)旅行

などの外出において安心して楽し

める機会に、そしてボランティアの

方々との交流を含め地域との関わ

りを深め、お互いを知る機会となれ

ば…などの思いを込めてレクリ

エーションを企画しています。 

そして何より参加者皆さまにとっ

て「参加してよかったぁ」「また参

加したい」などと思える場となって

いることが一番嬉しいことです。ま

だまだ至らぬ面も多いですが、今後

もより一層楽しく思い出に残るレ

クリエーションを企画していきた

いとスタッフ一同考えております

(̂ô) 
東大寺の前で笑顔でカシャ☆ 

わぁ☆これから

楽しみ～♪♪  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈良公園周辺ちょこっとバリアフリー情報 

<東大寺> 南大門から大仏殿までは石畳で、若干の不便さはあるものの、車椅子での走行可能 

     大仏殿内はスロープが設置されており、急な傾斜もあるが手動・電動車椅子での通行可能 

     手動の場合、補助が必要 

<公設障がい者用トイレ> ・東大寺大仏殿向って左側 

            ・奈良国立博物館 本館地下１F  

                        ・奈良公園 新公会堂内     にあります。その他にもあるかも… 
                             参考になさってみてください(^_^) 

よいしょ よいしょ 

いよいよ大仏殿の中へ・・・ 

境境境内内内ののの中中中はははひひひとととでででいいいっっっぱぱぱ～～～いいい((( ﾟﾟ゚ ooo ﾟﾟ゚ )))   

目目目ののの前前前にににははは大大大仏仏仏様様様、、、そそそしししててて

後ろには南大門 

公園の芝生の上で 

皆でお弁当を食べました☆ 

マツタケご飯美味しかったぁ♪ 

お弁当少し 

ちょうだ～い 

お弁当の中身を鹿におすそ分け♪ 

すっかり仲良しに！？(^o^) フリータイム 

   

鮮鮮鮮やややかかかななな衣衣衣装装装ににに素素素敵敵敵ななな踊踊踊りりり   

思思思わわわずずず見見見とととれれれてててしししまままいいいままましししたたた 

おいしい♪ 

ぽかぽか陽気と皆の輪の中で、 

どの方の表情もぽっかぽか暖かった♪ 

みんな、楽しそう

だなぁ♪ 

奈良公園にて昼食 待ってましたぁ♪ 



MIZUTANI の Ｍｅｓｅｎ  ― パート２ － 

障害者にとってインターネットは、今や日常生活においてバリ
アフリーの一翼を担っていると言っても過言ではありません。
インターネットの活用事例は様々ありますが、障害者の日常生
活でも多くの場面で活用できます。 
 
例えば、外出が困難な障害者の場合、家族や知人・友人に品物
を買ってきてもらう、移動介護など障害者自立支援法上の
サービスを利用し、ヘルパー同行で買いに行くことになるで
しょう。しかし、知人友人やヘルパーに依頼する場合、相手もし
くは事業所の都合もあり“今日頼んで明日”というわけにはい
きません。 
インターネットを利用すれば、障害者自身で買い物ができま
す。店頭より詳細な情報や評判を入手できたり、安価で購入
（これが大きなメリット）出来る場合もあります。 
 
また、新聞や本のページめくりが困難な方もおられます。しか
し新聞社のサイトにアクセスすれば、最新の記事を見ることが
出来ます。また最近は電子書籍と言って画面上で本を読める
サービスもあります。ページめくりもマウス操作で行え、介助
者に「ページをめくって下さい」と頼むこともなく、気軽に読
書が楽しめます。 
 
病院のベッド上で生活している方も多くおられます。病院とい
う場所柄、携帯電話の使用ができません。私にも病院で生活し
ている友人が居ますが、その友人との連絡は主に無料で通話
が出来る機能のある専用ソフト（MSN Messenger、Yahoo! 
Messenger、Skype など）を利用しています。マイクとイヤホン
（スピーカー）があれば電話と同じように通話が楽しめ、WEB カ
メラでテレビ電話も可能です。 
他にも活用方法は様々あると思いますが、便利な反面それな
りの危険性もあり、詐欺などの犯罪もあります。 
これらを見極める目を養うことと、自己責任の元で利用する
という自覚が必要でしょう。 
 
ここが MIZUTANI の Ｍｅｓｅｎ 
また「インターネットをしたいけど、どうすればよいのか分からな
い」と言った声をよく耳にします。実際ゆうりんの家の利用者様
からお問い合わせがあり、パソコンの購入からインターネットが
出来る環境の構築までサポートさせていただいたこともありま
した。そのような方々のサポートが行える環境も必要なのでは
ないでしょうか。 
 
京都市では 10 月１日より、日常生活用具等の給付品目からパ
ソコンが廃止となりました。障害者にとって生活のクオリティー
を高める上で、今やインターネットは欠かせないものです。その
インターネットに必要不可欠なパソコンが廃止されることは、い
くら財政難とは言え障害者自立支援法もしかり昨今の福祉政
策が、障害者のニーズに対して逆行していると捉えざるを得ま
せんよネ！ 
 
ちなみに、今号の紙面に掲載している「秋のレクリエーション」
は、インターネットで調べたバリアフリー情報を元に企画しまし
た。ゆうりんの家の事業においても、インターネットは欠かすこと
の出来ないアイテムの一つです。 

☆会員さん紹介☆ 

              名  ^ 前：高野 直樹 

        好きなこと：歩くことが好きで、毎日、作業所での仕事を終え、家に戻った後には

散歩に出かけています。    

そして、毎週日曜日にゆうりんの家の事務所で空き缶つぶしをしています。笑顔や

笑い声とともにワイワイとにぎやかに皆でつぶしています。また、お会いした時に

は気軽に声を掛けてください♪ 

スタッフより・・・高野さんの笑顔はいつも周りをぱっと明るくさせ、皆の心を和ませてくれています。 

ありがとうございます(*^_^*)これからもたくさんの笑顔をみせてください♪♪ 

スタッフ紹介 

名    前：冨永 真司 
趣  味：読書、パチンコ 

ひとこと：頑張ります！よろしく！！ 

 

  

名    前：山本 有香 

趣    味：ドライブ・食べること 

ひとこと：元気いっぱい頑張ります☆ 

     宜しくお願いします♪ 

 

 

編集後記 

各種ご協賛賜りありがとうございます。 

・賛助会費   千幸様 

・秋レクリエーション支援 

濱口様 八幡様       多くの社員各位 

今年も残りあと 1 ヶ月半。これから京の街は紅葉にイル

ミネーション、クリスマスに正月準備と年の瀬に向け一

段と加速していきます。今年も隔月に通信を予定通り発

刊できました。皆さんのご声援の賜ものです。 

今年は障害者自立支援法が施行され、また当社も組織

変革など多様な年でもありました。残り僅か、今までを

検証しつつ、次年度の活動方針なども決めていきます。

皆さんのお声も是非反映できる２００７年にしたいと思っ

ています。ご協力のほどお願いいたします。（Ｔ．Ｓ） 

先日、日常生活用具の給付制度を利用してパソコンを

購入しました。１０月１日からパソコンが給付対象品から外

されたため、給付制度が利用できるのは今回が最後。

財布の中身と相談しながらも、少しでも長く快適に使え

るよう高性能のパソコンを購入しました。障害者自立支

援法の制定で自己負担が強いられ、またこの制度はな

くなるし、次に買い換えできるのはいつのことやら…。

今から少しずつパソコン積立でも始めようかな。（Ｔ．Ｍ） 

個人情報の保護により表示できません 

個人情報の保護により 

表示できません 


