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年（令和元年）5 月

14 日、日本自閉症協

会の役員メーリングリストを通じ

て、厚労省担当課の障害保健福祉課

より、今年の長いゴールデンウィー

クで、障害福祉サービスに問題がな

かったかどうかなど、以下に示す 3

点について問い合わせがきました。

　件名は「【至急】：本日 15 時締切

≫ GW 中の障害福祉サービス対応の

例年との違い等について」となって

おり私のメール記録では 11 時 16 分

に各都道府県の協会に転送されてい

ました。日本自閉症協会事務局も「本

日中に回答とのことでお時間のない

ところで恐縮ですが、今後のサービ

スにもつながるところと思いますの

で、是非実情をお知らせください。」

と依頼文がついていました。奈良で

もメーリングリスト参加されている

会員に転送し実情をたずねました

が、残念ながら 15 時には間に合い

ませんでした。しかし、このたった

4時間の間に、北海道・埼玉・山梨・

東京・岡山・山梨・静岡からメッセー

ジが寄せられていました。

　厚労省の問い合わせとは

① 10 連休中の障害福祉サービス

ニーズに関して、例年のＧＷと比べ

大きな違いはあったか。

② 10 連休中のニーズに関して、ど

のような対応を行ったか。（事業所

の開所（通常どおり？特別に？）／

特段の対応なし、等）

③大きなトラブルや苦情の有無。→

有の場合、その詳細。以上 3点につ

いて、どんなことでも結構ですので

よろしくお願いいたします。という

内容です。

　多くのところは、休みは暦通りで

あり、GW 中も放課後デイ、日中一

時事業所は開設していたようで、作

業所、児童ディなどは利用者の体調

や家族の都合により、連休に関係な

く、営業されたところが大半のよう

です。行動援護や移動支援も利用

できたようです。このように今回

の 10 連休のゴールデンウイークに

関しては、例年に比べ特に問題が無

かったようです。障害が重く連休に

は家族が対応が困難な利用者が多

く、私どもは大変助かりました。

また各関係所管にお願いがありま

す。休日出勤した、職員の方々には、

何がしかの手当を出して頂きたいで

す。職員の皆様にも家族が、しかし、

私どもの自閉症の利用者を優先とし

て頂いてます、感謝いたしておりま

す。という意見や、4 月から入社さ

れたお子さんには、就労先は働きは

じめてすぐに 10 連休だったので、

慣れたところで休みになったため、

休み明けが大変でした。という意見

もありました。特に大きなトラブル

等の苦情は無かったようです。子ど

もが休みだと行き場の確保に困った

かも？事業所の支給を、国や行政が

今回は休みになったので出さないと

いったことがあれば、事業所が困る

のではないか。との意見がありまし

た。

　児童発達支援、放課後等デイサー

ビス、就労継続支援 B、生活介護、

グループホームなどを運営されてい

る方からは、

①に関して、例年はカレンダーどお

りの営業を基本としてきましたが、

今年は休みが多いため次の要望があ

りました。

１．利用者　営業を希望される方が

おられた。

２．職員　　休日が多いと給与（時

給）が少なくなる。１０連休は長す

ぎる。※　全員ではありません。す

べて休む方もおられました。

②に関しては、事業所ごとに、利用

者の方の要望と職員の対応できる状

態を考えて２日間から３日間の営業

をしました。

〇実際の利用人数は平常日より少な

い傾向で、半分以下の事業所（児童）

から９割程度の事業所まで、差があ

りました。

〇職員については、休日出勤扱いと

して給与を支払いました。通常の事

業の報酬は平日も休日も変わらない

ものが多く、収支面では厳しくなり

ますが、出勤できる職員を確保する

ためにも、必要と考えて行いました。



2　

2

ＫＳＫＲ（きずな）第三種郵便物承認通巻７８１６号  ２０１９年　５月２７日発行　（ 　 )

　特に、利用人数が少ない事業所に

ついては、当日は赤字になったと思

われます。 

③については特にトラブルや苦情は

ありませんでしたが、行楽のために

激しい渋滞となるため（東名高速の

インター周辺など）、送迎の対応を

させていただくことができず、ご家

族も送迎できないとのことで利用で

きない方が若干おられました。

【その他の問題など】として、

〇日中一時支援、居宅介護、移動支

援などのサービスについては、事業

所の余力がないため、必要であって

も使えない状況がある。

〇特に、強度行動障害など、他害や

問題行動の多い人については、支援

できる人が限られており、家族の負

荷が非常に大きい。親が高齢化する

なかで現在は何とか対応できたとし

ても、いつまでできるか大きな問題

がある。

〇強度行動障害研修を受けた人で

あっても、強度行動障害などの問題

行動がある人の支援は簡単ではな

く、対応できる人に限りがある。

〇グループホームにおいては、日中

に通う事業所の営業がないとやるこ

とがなくて困る人もいる。休日は支

援が必要な時間が長く、重度の人の

活動内容を適切に組み立てて、支援

体制を作ることは簡単ではない。

〇今回の連休の問題だけではなく、

お盆休み、年末年始、そして通常の

土日などを含めて、必要とするサー

ビスを受けられるよう、整備が必要

である。

〇なお、土日祝日などに出勤できる

職員の確保は容易ではない。コンビ

ニなどでも大きな問題となっている

とおり、福祉関係の労働条件向上を

含めて、総合的に考える必要があり

が、このような問題の対策検討が全

く盛り上がってきていないことが残

念である。親の高齢化が進むことを

考えると、時間はあまりない。しか

も、制度の改善、人員の確保、教育

と超えなければならない課題は大き

い。との意見がありました。事業所

は補助金が入らず困っている保護者

は、休みが長すぎて、対応に苦慮し

ていた。病院での保護者からの苦情

は、サービスが休みになっているこ

と、自宅での対応には長すぎるとの

意見もありました。奈良では、月一

度のサロン川西に出席された湯浅さ

んによると、

①カレンダー通りの、事業所 ( 通

所 )十連休　３０日、１日２日は開

所 ( 児童ディ )　連休中の外出支援

申し込み利用対応可 (成人 )カレン

ダー土日以外、月曜～金曜は開所

( 放課後学習支援 ) など、まちまち

でしたが、トラブル等の報告はなし。

連休中の金融機関、連休後の医療期

間の混雑の方が参ったとの話も。い

ずれにしても、事前計画が必要なの

と、連休中は成人、連休明けは子供

が、一応に、ちょっと～かなり、し

んどい様子は伺える。との報告をい

ただいています。皆様のご意見もお

聞かせください。今回急な話でした

が、これらの問題点に関して今後時

間をかけて整理していきたいと思い

ます。（河村）

「成年被後見人等の権利の制

限に係る措置の適正化を図るた

めの関係法律の整備に関する

法律案」 の早期法律制定をも

とめる要望書を提出

《要望事項》

法案の一日でも早い成立をお願いし

ます。前回の国会でも継続審査とな

り、昨年の国会への提出から既に１

年以上にわたり継続審議とされてい

ます。

今国会に内閣府から提出されてい

る「成年被後見人等の権利の制限に

係る措置の適正化を図るための関係

法律の整備に関する法律案」は、成

年被後見人等の人権が尊重され ､成

年被後見人等であることを理由とし

て不当に差別されないよう、いわゆ

る欠格条項等の見直しを行うもので

あり、高齢者・障害者等がその尊厳

にふさわしい生活を保障されるため

に ､極めて意義のある重要なもので

す。

この法案が成立することで、国がめ

ざす共生社会は、その実現に向けて

確実に揺るぎない足跡を残すことと

なります。障害のある当事者、親や

家族で構成する全国の障害者団体と

しても、障害があるために何らかの

制限を受けることなく当たり前に生

活を送る権利を獲得するために、長

年、地道な働きかけを行い、欠格条

項等のなくなる日が来ることを待ち

望んできました。

欠格条項等は、成年被後見人等が社

会と関わることにおいて大きな影響

を及ぼしています。成年後見制度を

利用したために職を失うなど、障害

者の社会参加とはまったく逆の事態
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を生み出し、多くの障害者が深刻な

局面に追い込まれ、権利回復を求め

る訴訟も提起されています。法案が

成立すれば、侵害されている権利も

回復されるものと考えます。　　  

なんとしても今国会での成立実現に

向けて、ご尽力をさらに重ねて頂き

ますよう切に要望いたします。

＜国対＞

自民党衆・国対副委員長（内閣担当）

松本洋平（自民）衆Ⅰ‐１０１１

公明党衆・国対委員長 高木陽介（公

明）衆Ⅱ‐１０２３

公明党参・国対委員長 石川博崇（公

明）参‐６１６

＜衆・内閣委＞

委員長 牧原秀樹（自民）衆Ⅰ‐

１１１６

筆頭理事 松本剛明（自民）衆Ⅰ‐

７０７

筆頭理事 山内康一（立憲）衆Ⅱ‐

５０７

理事 平将明（自民）衆Ⅰ‐９１４

理 事 谷 川 弥 一（ 自 民 ） 衆 Ⅱ‐

１１０１

理 事 長 坂 康 正（ 自 民 ） 衆 Ⅰ‐

１００７

理事 牧島かれん（自民）衆Ⅰ‐

３２２

理事 大島敦（国民）衆Ⅰ‐４２０

理 事 岡 本 三 成（ 公 明 ） 衆 Ⅰ‐

１００５ ＊国対副も兼

委 員 佐 藤 茂 樹（ 公 明 ） 衆 Ⅰ‐

９０８

委員 岡本あき子（立憲）衆Ⅰ－

７１１　

委員 大河原雅子（立憲）衆Ⅰ‐

５１７

委 員 塩 川 鉄 也（ 共 産 ） 衆 Ⅱ‐

９０５

委 員 浦 野 靖 人（ 維 新 ） 衆 Ⅰ‐

４０５

＜参・内閣委＞

委 員 長 石 井 正 弘（ 自 民 ） 参‐

１２１４

筆頭理事 藤川政人（自民）参‐

７１７ ＊国対副も兼

筆頭理事 相原久美子（立憲）参‐

６１１

理事  矢田わか子（民主）参‐

１２１２

理 事 和 田 正 宗（ 自 民 ） 参‐

１２２０

理事  竹内真二（公明）参‐８０１ 

＊国対副も兼

委 員 牧 山 ひ ろ え（ 立 憲 ） 参‐

１００７

委員 田村智子（共産）参‐９０８

委員 清水貴之（維新）参‐４０４

委員 木戸口 英司（希会）参‐

７１５

＜各党部会など＞

○公明党　成年後見制度促進ＰＴ関

係

座長　濵地雅一（公）　＊法務部会

長も兼

同事務局長  伊藤孝江（公）　参‐

１０１４

厚生労働省省副大臣　大口善徳（公）

　Ⅱ－３０８　＊前座長

厚労部会長  高木美智代（公）Ⅱ－

５０３　＊前事務局長

○国民民主党　内閣部会

部会長　大野元裕（民主）参‐

６１８

部会長代理　階猛（民主）衆Ⅱ‐

２０３

《要望団体》

全国手をつなぐ育成会連合会

日本発達障害ネットワーク

(JDDnet)

全国肢体不自由児者父母の会連合会

日本肢体不自由児協会

日本ダウン症協会

日本自閉症協会

 D P I 日本会議

平成３１年４月２６日

強制不妊救済法が成立、

７２年目でようやく

 旧優生保護法に基づく強制不妊手

術の被害者に対して、一時金を支給

する救済法を採決する参院本会議の

傍聴に訪れた原告、被害弁護団ら。

中央は新里宏二弁護士、右隣は原告

の男性＝２０１９年３月９日午前

１０時２４分、国会内、仙波理撮影 

旧優生保護法（1948 ～ 96 年）の下

で障害のある人らに不妊手術が行わ

れた問題で、被害者に一時金 320 万

円を支給する議員立法の救済法が

２４日午前、参院本会議で全会一致

で可決され、成立した。救済法は速

やかに施行され、早ければ６月中に

支給が始まる見通し。旧法成立から

７２年目で、国会がようやく救済策

を講じる。

　欧州訪問中の安倍晋三首相は救済

法成立を受けて談話を発表する予

定。各地で続く国家賠償請求訴訟へ

の影響を避けるため、旧法の違憲性

や救済策を講じなかった国の責任は

認めない方向だ。

 　「不良な子孫の出生を防止する」

ことを目的に不妊手術を推し進める

旧法は議員立法で、４８年に全会一

致で成立した。９６年に不妊手術に

関する条項を削除して母体保護法へ

改正されてからも、国会と政府は問

題を放置してきた。

宮城県内の６０代女性が昨年１月に

全国で初めて訴訟を起こしたこと

で、与野党は法整備に動き始めた。

ただ、政府は訴訟で違憲性の認否を

避け、国の責任も認めていない。

そのため、救済法の前文には「我々

は、それぞれの立場において、真摯

（しんし）に反省し、心から深くお

わびする」と記してあるが、違憲性

などには絡めない形となっている。

法案づくりに関わった与野党議員
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は、「『我々』とは、旧法を制定した

国会や執行した政府を特に念頭に置

くものだ」と説明している。

救済法は、被害者本人の請求に基づ

き、被害の有無を認定すると定める。

請求期限は法施行後５年間。手術記

録がない場合も含め、幅広く救済対

象とし、一時金を受け取っても訴訟

の継続や提起は制限しない。救済制

度について周知を図るが、本人への

個別通知はしない。

被害弁護団は「国の謝罪」が明記さ

れておらず、一時金も「相当に低額」

と反発。請求権を配偶者や遺族にも

認めるべきで、本人への個別通知も

必要だと主張している。不妊手術を

めぐる国賠訴訟は７地裁で２０人が

原告となっており、原則３千万円以

上の支払いを求めている。

■救済法のポイント

◆前文に反省とおわびを明記

◆不妊手術の記録がない場合なども

含めて幅広く救済

◆被害者本人からの請求に基づい

て被害を認定し、一律の一時金

３２０万円を支給。請求後に本人が

死亡し、被害が認定された場合は遺

族や相続人に支給。請求期限は法施

行後５年間

◆手術記録がない場合の被害認定は

厚生労働省内に設置する第三者機関

「認定審査会」で行う

◆障害者手帳の更新時などを利用し

て救済制度の周知を図るが、被害者

本人への個別通知はしない

◆国会で、旧優生保護法の立法経緯

や被害実態についての調査を行う

　旧優生保護法ができたのは

１９４８年。戦後、参院議員が発案

した法律の第１号だった。法案提出

の中心となった谷口弥三郎参院議員

は、「遺伝病者の出生を抑制するこ

とが、国民の急速な増加や逆淘汰（と

うた）の防止から極めて必要」と訴

えた。全会一致で成立した。

旧法に対しては、７０年前後から障

害者が抗議の声をあげ、国会も８０

年代には旧法の問題点を認めてい

た。８３年の自民党優生保護法等検

討小委員会がまとめた文書には、「不

良な子孫の出生防止」という法の目

的などを挙げ、「今日の社会思潮と

医学水準に照らして法の基本面に問

題がある」との記載がある。だが見

直しには手をつけなかった。強制不

妊手術は９２年まで続いた。

　国際社会の批判を背景に、国会は

９６年、旧法の見直しを提案。社民

党の和田貞夫衆院議員は「優生思想

に基づく部分が障害者に対する差別

となっている」と理由を説明した。

謝罪や補償をめぐる実質的な審議な

しに、母体保護法に改めた。

　その後、被害者への補償を市民団

体などが求めてきたが、昨年１月に

被害者が提訴するまで、国会は救済

に動かなかった。

2019 年 4/24( 水 ) 10:56 配信 

朝日新聞デジタル

2019 年 4/25( 木 ) 朝日新聞 社説 

優生手術救済法成立　尊厳と

共生を問い直す時

旧優生保護法のもとで不妊手術を受

けた人に一時金を支給する法律が成

立し、施行された。

　不良な子孫の出生を防ぐ――。国

はそんな目標を掲げ、障害や病気を

持つ約２万５千人もの人々から、子

どもを産み、育てる人生を奪って

いった。

　手術の規定が削除されてから２０

年余り。昨年、被害者の１人が裁判

に訴えたことをきっかけにようやく

償いが動き出すが、あまりに遅すぎ

たと言わざるをえない。

■なお山積みの課題

　終戦直後に始まった愚行は５０年

近くも続いた。旧法を作った国会、

政策を進めた政府をはじめ、問題を

放置してきた責任が社会全体に問わ

れている。一人ひとりの尊厳を守り、

多様な個性が共生する社会へと、決

意を新たにしなければならない。

　被害者側が有識者の審査会に請求

し、一時金３２０万円を受け取るの

が補償の基本的な枠組みだ。ただ、

手術を受けた人のうち、名前が判明

したのは１割余、３千人にとどまる。

　調査と周知を強化しつつ、連絡先

がわかった人には個別に通知する仕

組みも欠かせない。

　国は被害者のプライバシーが漏れ

る恐れを理由に拒むが、被害者には

障害のため手術を受けたことを認識

できていなかったり、事情を知る肉

親が他界したりした人が多い。鳥取

県は市町村と協力し、職員が家族ら

に面会して伝える方針を決めた。参

考になるはずだ。

　一時金の金額も再考が必要だ。約

２０年前に補償を始めたスウェーデ

ンの例にならったが、「あまりに低
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額だ」との指摘が相次いでいる。

　障害者団体は法の成立を「当事者

不在だ」と批判する声明を出した。

被害者らの声を十分聞かずに立法し

た姿勢が問われている。

■徹底検証が不可欠

　優生思想に基づく不妊手術は、

１９００年代初め、ハンセン病患者

への非合法な事例が確認されてい

る。戦時下の４０年には、ドイツの

断種法を手本に国民優生法ができ

た。

　それが戦後の４８年、手術を強制

することまで認めるなど、全会一致

の議員立法で強化されたのが旧優生

保護法である。

　日本国憲法が基本的人権の尊重を

掲げたにもかかわらず、戦後の食糧

難の中で人口抑制というゆがんだ

「公益」が優先された。「不幸な子を

産まない」といったスローガンのも

と、「本人や家族のため」という誤っ

た「善意」が強調された。

　旧厚生省が手術を奨励し、自治体

は件数を競った。法が規定しない手

術や、体を拘束したり本人をだまし

たりしての手術も容認され、９歳の

女児までが手術台にのせられた。

　国連など国際社会からの批判が高

まる中で、９６年に手術規定が削除

されたが、国会での審議は不十分な

まま駆け足で手続きが進んだ。その

後、スウェーデンがかつての強制的

な不妊手術について調査と補償を検

討していることが世界的に注目され

たものの、国内での議論は深まらな

いままだった。

　旧優生保護法改正と同時期に強制

隔離政策の根拠法が廃止されたハン

セン病の元患者については２００１

年、違憲判決を受けて小泉内閣が謝

罪と補償を決めた。患者に断種や堕

胎といった優生手術が行われていた

ことが明らかになったが、障害者ら

の事例を広く問題視する動きにはつ

ながらなかった。医療や福祉の関係

者、朝日新聞社を含むメディアも、

被害者の切実な声を受け止められな

かった。

　安倍首相は今回、政府としての反

省とおわびの談話を発表したが、法

律を作ったのは国会である。各分野

の専門家からなる第三者委員会を立

ち上げ、過去の経緯を検証し、教訓

を引き出す。それが国会の務めでは

ないか。反省やおわびとともに、そ

の決意を決議で表明すべきだ。

■被害者とともに

　３年前、相模原市の障害者施設で

入所者１９人が殺害される事件が起

きた。容疑者の男は「障害者はいな

くなった方がいい」と口にしており、

障害者とその家族らは優生思想がな

お消えていないことに強い衝撃を受

け、疎外感にとらわれた。

　今回の救済法の成立を機に、障害

者をはじめ外国人や性的少数者らへ

根強く残る排除や差別の問題を改め

て考えたい。疎ましいという感情や

無関心、想像力の欠如……。それら

を背景にした言動が、障害者らを傷

つけ、孤立させ、沈黙させていない

か。

　救済法は前文で「共生社会の実現

に向けて、努力を尽くす決意を新た

にする」とうたっている。その出発

点は、一人ひとりの人権を尊重し、

尊厳を守ることだろう。

　生後まもなくの高熱で脳性まひを

患い、２０歳で不妊手術を受けた広

島市の佐々木千津子さんは、６年前

に６５歳で亡くなるまで講演で訴え

続けた。

　「忘れてほしゅうない」

　「ここにおるんじゃけえ」

　この言葉を胸に刻むことから始め

たい。

20190425 毎日新聞ミニ論点

強制不妊　不十分な救済法　　

個別通知、 盛らず　

東京大教授・市野川やすたか氏／

日本障害者協議会代表・藤井かつの

り氏

仕組み、積極的告知を　東京大教授

（社会学）・市野川やすたか氏 

　法律に国からの謝罪があってしか

るべきだが、前文にあるように、優

生政策に関わった多くの人が「それ

ぞれの立場において、真摯（しんし）

に反省」することも必要だ。「国が

この問題に誠実に対応していく立場

にあることを深く自覚」との一節は、

責任をはっきり認めたものと評価で

きる。 

　被害者救済で先行したスウェーデ

ンやドイツと比較して、３２０万

円はさほど低い金額ではない。た

だ、国家賠償訴訟で求めている

１０００万円区上の請求額にも根拠

はあり、法律によって司法判断が制

約されるべきではない。立法府は裁

判所が提示する補償額を考慮し、必

要なら判断を修正せねばならない。

本人に知らせず、それとは分からな

い形で不妊手術を受けさせた例も

あった。被害者に今回

の「救済」の仕組みを積極的に知ら

せる必要がある。今後はハンセン病

問題の検証作業を参照しつつ、厚生

労働省から独立した組織が検証や調

査に当たることが重要だ。

省内に「審査会」は問題　本障害者

協議会代表・藤井かつのり氏

国会は被害者の高齢化を理由に成立

を急いだが、だからといってレベル

の低い法律が許されるわけではな

い。法律名には「一時金」とあるだ

けで謝罪や補償の文言がなく、名が

体を表している。
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 認知されにくい読み書き障害

　ＵＤフォントを使うと

　「ディスレクシア」という言葉を

ご存じだろうか。文字の読み書きに

困難を伴う学習障害の一種で、米映

画監督のスティーブン・スピルバー

グ氏も自身がディスレクシアである

と公表している。徐々に認知されつ

つあるとはいえ、見た目では普通と

変わらないため認知されにくく、支

援体制の確立が急がれている。そこ

で注目されているのが、弱視者や

ディスレクシアでも読みやすいとさ

れる書体「ユニバーサルデザイン（Ｕ

Ｄ）フォント」だ。明朝体やゴシッ

ク体など通常の書体と何が違うの

か。今年度、全国に先駆けてＵＤフォ

ントが導入された奈良県の教育現場

をのぞいた。（石橋明日佳）

正答率６６％→８１％に上昇

　奈良県教委では今年度、県立学

おわびの主体を「我々」とあいまい

にせず、国の責任や憲法違反を認め

るべきだ。交通事故

で生殖機能を失うと自賠責保険で

１０００万円隊上が支払われるの

に、強制不妊手術の被害者への一時

金が３２０万円とは、障害者差別に

等しい。

また、給付の対象に被害者の配偶者

らも含めるべきだ。自治体に手術記

録のある被書者に対

して申請を促す個別通知もせず、優

生政策を進めた厚生労働省内に被害

の「認定審査会」を

置くことも問題だ。

そもそも、当事者不在の非公開の場

で法案を作った立法過程がおかし

い。障害者権利条約で

うたわれた当事者参加の考え方に反

し、障害者施策の水準を下げてし

まった。

・共に聞き手・原田啓之

国は憲法違反を認め、 被害者

の人権回復を！

「旧優生保護法に基づく優生手

術を受けた者に対する一時金の

支給等に関する法律」 の成立

にあたっての声明

　「旧優生保護法に基づく優生手術

を受けた者に対する一時金の支給等

に関する法律」が参議院本会議で全

会一致で成立した。なお、本法の成

立前に厚生労働省社会・援護局障害

保健福祉部障害福祉課から法案や手

続きの事務的なフロー図まで、国会

で審議中にもかかわらず、法成立を

前提に関係団体にメール配信され

た。行政機関の国会軽視といえる姿

勢・対応に、憲法に定められた三権

分立が揺らいでいることを危惧す

る。

　多くの問題点を残した本法である

が、内容面の不十分さに加えて、当

事者不在で進められたことに強い憤

りを覚える。障害者権利条約の締約

国として、「私たち抜きに私たちの

ことを決めないで」という願いにも

反し、国会の場で被害を受けた人た

ちの意見を聞く機会は、設けられな

かった。また、国による謝罪もあい

まいなままで、法成立時の内閣総理

大臣の「反省とお詫び」は、いかに

も形式的で空疎な感を否めない。改

めて、国権の最高機関である国会に

おいて、謝罪決議を行うよう求める。

拙速に法案を成立させたことにも疑

問が残る。国会サイドは、まるで法

律の早期成立と高水準の法律にする

ことが相いれないような論調を繰り

返してきた。長年にわたって放置し

ておきながら、なぜ目前に迫ってい

る仙台地裁での優生保護法被害裁判

の判決を待てなかったのか。

残念ながら、法律は多くの問題点を

残したまま成立してしまった。懸念

されるのは、優生保護法被害の本質

問題の固定化である。わけても、子

どもを持つ権利、持つか持たないか

を自ら選択する権利が奪われ、生涯

にわたる心身への影響を与え続ける

ことへの代償が 320 万円の一時金と

いうのは余りに低すぎる。このまま

では禍根になってしまう。

国は憲法違反であることを認め、裁

判動向も勘案し、また今般の法案作

成段階で被害者や弁護団、障害関連

団体から提示された内容を踏まえる

など、優生保護法の被害問題解決の

新たな方向を模索すべきである。当

面は、被害者と障害関連団体の信頼

に足りうる検証体制の確立が急がれ

る。

私たちは、原告や被害者の人権と尊

厳の回復に連帯しながら、全国 7地

裁で進められている優生保護法被害

裁判の原告をこれからも支援し続け

る。そして、優生保護法被害問題か

ら学び、被害者とともに優生思想や

障害者排除・差別を乗り越え、すべ

ての人のいのちを大切にする社会の

実現向けて力を注いでいく所存であ

る。

2019 年 4 月 24 日

NPO 法人日本障害者協議会（JD）

代表　藤井　克徳
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るのが難しい。英語圏でディスレク

シアの発症が表面化しやすい大きな

理由だ。藤堂会長は「小学校高学年

から中学にかけて英語を学んだとき

に、初めてディスレクシアだと分か

る子供が多い。だが、教師や保護者

から『努力が足りない』と片付けら

れることが少なくない」と話す。藤

堂会長によると、「読みにくさ」は

書体によって左右され、わずかな変

化で劇的に改善されるケースがある

という。そこで考案されたのがＵＤ

フォントだ。奈良県教委と同県生駒

市が今年度導入したＵＤフォント

は、印刷媒体向けデジタル文字フォ

ント（書体）を製作するモリサワ（大

阪市浪速区）が考案した。ＵＤフォ

ントは、明朝体やゴシック体などの

一般的な書体と比べ、文字そのもの

の形を認識しやすい。たとえば明朝

体では「とめ」「はね」「はらい」が

表現され、線の太さが均一ではない

が、ＵＤフォントではそれが一定の

太さに保たれている。また、濁点や

半濁点を大きくする工夫が施され、

より手書きに近いのが特徴だ。さら

にアルファベットでは「ｂとｄ」「ｐ

とｑ」など鏡文字になりやすいもの

を、左右非対称の形状にしていると

いう。

　同社の担当者は「誰もが読みやす

い書体を模索して作成した。今後、

情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した

教育が進む中、ニーズを実感してい

る」と話す。

（ 産経新聞 2019.5.9 プレミアム）

障害者は見た目に障害がない

とダメなの？

　～ある発達障害者の体験から～

　障害を持っているから障害者手

帳を使っただけなのに、後ろに並

んでいた老人の心無い言葉に傷つ

いた。…こんな話がツイッター

で拡散されました。こーたろ @

xXiKmo6unbH0rr8　「バスで料金払う

ときに手帳見せて障害者の料金で

払ったんだけど、後ろの老人の一言

でかなり落ち込みました。 自分は

発達障害だから見た目は何もないん

です。『最近の若者は見た目丈夫な

のに嘘ついて手帳貰ってるのか。』

その先は頭真っ白になって聞き取れ

なかったけど悲しいですね」こうツ

イッターにつぶやいたのは、ADHD

と自閉症スペクトラムを抱えてい

る、こーたろさん。こーたろさんは、

成人してから発達障害の診断を受け

校教員に貸与しているパソコン約

２７００台をアップデート。４３種

類ものＵＤフォントが使えるように

なった。今後はテスト問題や授業の

資料、保護者に配布するプリントな

どが新たな書体で作成される。

　奈良県立教育研究所研究開発部の

小崎誠二ＩＣＴ教育係長は「正確で

分かりやすい資料を作成すれば、結

果的には学力向上にもつながるので

はないか」と期待する。

　生駒市教委は今年２月、小学生

１１６人を対象にＵＤフォントを

使った実験を実施。文章を読んで正

誤を判断する問題を、ＵＤフォント

と一般的な教科書体で３６問ずつ解

いてもらったところ、教科書体で

６６％だった正答率は、ＵＤフォン

トでは８１％に跳ね上がった。「読

みやすかった」「わかりやすかった」

と生徒にも好評だったといい、市教

委の担当者は「フォントを変えるだ

けで効果が得られるとは驚いた。学

習障害がある子供だけでなく、すべ

ての子供たちが集中して取り組み、

学習意欲が向上するきっかけになれ

ば」と期待を寄せる。生駒市では、

ＵＤフォントを導入するかどうかは

各学校の裁量に委ねられているが、

市立生駒小学校の松本和也教頭は

「学習をする以前に、『読めない』と

いう壁を書体によって改善できるの

であれば、価値があると思った」と

導入を決めた理由を明かす。今後は

保護者向けのプリントからＵＤフォ

ントを使い始め、ゆくゆくは学習教

材にも取り入れていく方針だ。

　ハリウッド俳優も・・・　ディス

レクシアは読字障害とも呼ばれ、文

字がゆがむ▽文字が反転して見える

▽文字と発音が一致しない－などさ

まざまな症状がある。現在のとこ

ろ、医学的な治療法は確立されてお

らず、個人に合わせた学習支援が効

果的とされる。ディスレクシアの啓

発や支援を行うＮＰＯ法人「エッ

ジ」（東京都港区）によると、英語

圏に多く、米国では全人口の１０～

１５％、日本では５～８％と報告さ

れている。スピルバーグ監督のほ

か、ハリウッド俳優のトム・クルー

ズやジム・キャリーも公表しており、

その存在が徐々に浸透しつつある。

エッジの藤堂栄子会長は「近年、英

語圏では身近な存在になり、支援の

種類も格段に増えているが、日本で

は認知が進んでいないのが現状。潜

在的に多くのディスレクシアがいる

ことを知ってほしい」と話す。

線の太さを均一に・・・　日本で支

援が進まないのはどうしてか。藤堂

会長は「『発見の遅れ』が挙げられ

る」と指摘する。音が１つに限定さ

れる日本語と違い、アルファベット

は単語によって音が多様に変化する

ため、文字と音を結びつけて理解す
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どした結果、相手を怒らせてしまっ

たり、ミスが多発したりすること、

一つの事に集中している時に他の要

件が入ってくるとパニックになって

複数のタスクを完了させることが出

来なくなる、などがあります。結果、

提出物をため込んで期限内に提出で

きないといった、仕事上での問題を

多く抱えるまでに至ってしまいまし

た。こうした、仕事ができない、対

人関係でつまずく、などをきっかけ

として抑うつ状態から発達障害に診

断がつながることが最近増えてきて

います。これは、発達障害の特性故

にまわりとの協働やコミュニケー

ションに困難と感じることが、二次

障害的に適応障害や抑うつという状

態（気分障害）を引き起こすことが

多くあるためです。複数の学術文献

からも、ADHD や自閉症スペクトラ

ムと気分障害は併存すると指摘して

います。世の中には様々なハンディ

キャップを抱えながら生活している

人が多くいます。四肢、内臓、視聴

覚、脳神経など……多くの人が、目

に見えたり見えなかったりする何か

を抱えて生きています。しかし、目

に見えないというだけで理解されな

かったり、差別的・侮蔑的な扱いを

受ける人も多い現状。先述のこーた

ろさんのツイートには、「心の病と

か見た目で判断出来ない病とかいっ

ぱいあります。高齢の方ほど理解不

足ですね」「内面の障害者は、わか

りづらいですよね。私も障害者なの

でよくわかります」「わからない人

はわかりませんね。ASD と ADHD の

グレーゾーンの私も二次障害二つ、

三つありますが、優先座席、ヘルプ

マーク、手帳、何でも使って自分の

人生を歩みます」など、理解を示す

声があふれています。また、「むし

ろ見た目で分からないけど辛いから

手帳見せるんですけどね……」「自

分も見た目では分からないけど精神

2 級の手帳を所持しており、バスで

は見せています」「内臓疾患など見

た目にはわからない人のために見せ

ましょうよ。見た目でわかる私はタ

クシー乗る時につい手帳見せるの遠

慮しちゃってたのですが、発達障害

で手帳持ちの娘にそう言われてはっ

としました」といった、認知を広め

るためにも積極的に手帳を使ってい

くという人々の声も。こーたろさん

は、自身の特性に対し、スケジュー

ル帳、家のカレンダー、携帯のカレ

ンダー機能を活用し、遅刻対策とし

て、タイマーを出発時間の 5時間前

から一時間刻みでセットして、最後

は出発時間 15 分前に鳴らすように

しているそうです。また「心がけて

る事は、自分が間違ったことをした

場合は素直に謝るようにしてます」

と、自身の特性故に周囲とぶつかり

やすいことを意識して行動している

た、大人の発達障害当事者のひとり。

子どものころから、会話の際に場の

空気を読めずに突然違う話をし出し

たり、相手の気持ちをなかなか上手

くくむことが難しかったりなど、自

閉症スペクトラム特有の特性があっ

たために、周囲から浮いてしまった

り、いじめを受けてしまったりとい

うこともしばしばあったそうです。

■　大人になって知った、自分が「発

達障害」だということ

　こーたろさんが子どもだった当時

は、今ほど発達障害の概念が確立さ

れておらず、情報も少なかった時代。

自閉症の概念といえば、著しく勉強

ができずに自分の世界に閉じこもっ

てしまいコミュニケーションが非常

に難しい、という様なイメージだっ

た時代。こーたろさんは、子ども時

代からあった自閉症スペクトラムに

ついて、親からも理解されず、暴言

や暴行を受けて育った背景がありま

す。　そんなこーたろさんが発達障

害の診断を受けたのは、22 歳の時。

はじめて入社した会社で上手く行か

ず 2社目に転職しましたが、仕事が

覚えられない、ミスが続くなどの失

敗が相次いだせいもあってか、上司

からの執拗なパワハラを受けうつ

状態に。自殺未遂やうつ状態から、

2018 年 5 月に精神科を受診。その

場で休職の診断書が出され、後日、

検査した結果、ADHD と自閉症スペ

クトラムとの診断がおりたというこ

とです。現在も休職していますが、

パワハラで受けた傷はそう簡単には

癒えないようです。

■　障害者手帳は簡単に交付される

ものではない

　自閉症スペクトラムなどのいわゆ

る発達障害は、医師の診断書を保健

所に持って手続きをとれば、精神疾

患のひとつとして“精神障害者保健

福祉手帳”が交付されます。一見す

ると簡単な手続きに見えるかもしれ

ませんが、そもそも診断書が出るま

でには、何回もの診察などが必要な

ため、障害者手帳の不正取得を前提

にして医師を欺くのは困難。さらに

診断書を出す以上は医師にも責任が

ともないます。医師側も患者により

そいつつ、その点は冷静な診断を行

います。つまり、医師の診断書が必

要という時点で、単に噓をついて交

付を受けるということは困難なので

す。障害者手帳を持つということは、

自分が健常ではないということを示

すこと。健常者と違って、脳の機能

が違っているが故の特性であり、そ

れは日常生活や社会生活を脅かす特

性でもあり得ます。生活するにあ

たって障害と感じることが多くある

が故の、障害者手帳なのです。　こー

たろさんが社会的に困難を感じたこ

とのひとつに、指示されたことが一

度で覚えられずに何度も聞き返すな
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様子。（2019 年 5 月 6 日 11 時 49 分 

おたくま経済新聞）

6,097 人がこの話題について話して

います

■　障害者手帳は生きるための助け

　福祉は高齢者や障害が見た目で

わかる人だけのものではありませ

ん。筆者の娘も、発達障害で手帳持

ち。筆者が住む自治体では、市が運

営している交通機関を福祉乗車券を

利用すると無料で乗ることができる

ため、手帳を申請したときに福祉乗

車券も発行してもらいました。おか

げで、いじめや不登校など、“見え

ない心の傷”を負っていても、自発

的に外出することができるようにな

りました。また、手帳を持っている

おかげで、公共施設の利用料の減免

などが受けられるので、積極的に見

聞を広めに足を運べるようにもなり

ました。にぎやかなところに自主的

に出ることで、発達障害者にありが

ちな聴覚過敏も少しずつ自分の限度

を分かるようになってきました。こ

うした、各種障害者手帳は、当事者

の日常生活の助けになるほか、その

人がその人らしく生きるための助け

にもなります。障害者手帳というも

のは、見える・見えないにかかわら

ず、何かしらのハンディキャップを

背負っているから持つ事ができる、

特別なものです。目が悪い人のため

の眼鏡や、耳が遠い人の補聴器など

と同じ、その人自身をささえるため

のもの。眼鏡や補聴器、杖などと同

じ感覚で使えるくらい、理解が広

まって欲しいと、筆者は強く思いま

す。＜参考＞気分障害と発達障害 , 

および米国における成人発達障害の

取り組み ( 合同シンポジウム : 成

人期の発達障害と心身医療 , 2009 

年 , 第 1 回日本心身医学 5 学会

合同集会 ( 東京 ))（PDF）

障 害 者 施 策 - 内 閣 府 他 ＜ 記

事 化 協 力 ＞ こ ー た ろ さ ん（@

xXiKmo6unbH0rr8）（梓川みいな）

 「授業中は

いつもうわの空だった」

発達障害の特性を活かし、国民的漫

画家になった 2人とは？

　黙々と定型的な作業を継続するこ

とは得意なことが多い ASD（自閉症

スペクトラム障害）、その一方 ADHD

（注意欠如多動性障害）は自分の裁

量で仕事を企画し、自分のペースで

作業を行なうことが向いている。具

体的には、イラストレーター、作家、

コピーライター、プログラマーなど

の分野で成功している人が多い。発

達障害の特性を活かし、国民的漫画

家になった 2 人とは？※新書『天

才と発達障害』 第 1章「独創と多動

の ADHD」より◆◆◆自伝的エッセ

イに漂う ADHD を思わせるおおらか

な不注意さ漫画家やイラストレー

ターなど、美術関連の職業について

いる人に、発達障害、とくに ADHD

の特性を持つ例が多いことはすでに

述べた。『ちびまる子ちゃん』は雑

誌『りぼん』で 1986 年から連載が

始まった人気漫画で、その後テレビ

アニメやドラマにもなった誰もが知

る作品である。作者のさくらもも

こ（1965 ～ 2018）は自伝的エッセ

イ『まる子だった』で自らの生い立

ちを明かしているが、全編を通じて

ADHD を思わせるおおらかな不注意

さが彩を添えている。© 共同通信社

　冒頭の一節「『うわの空』の詳細」

においても、子供時代における顕著

な不注意さが述べられている。「授

業中、私はいつでも自己流に過ごし

ていた。先生の話もみんなの意見も

何もきいていないのである」ADHD

の人に子供時代を振り返ってもらう

と、似たような思い出を述べること

が多い。先生の言葉は耳から聞こえ

ているが、そのまま通り抜けてしま

い、頭の中で定着しない。話に集中

することができないため、話が長く

なると内容が抜け落ちてしまうとい

う。「では何をしているのかといえ

ば、雑誌の連載漫画のつづきを気に

していたり、自分の欲しいオモチャ

やペットの事を考えたり（中略）ノー

トの隅にらくがきしたり、まァいろ

いろとやる事はあったのである」母

親から「うわの空」を指摘され驚い

たももこ授業に集中できない彼ら

は、さくらももこが述べているよう

に、ボンヤリと白昼夢にふけってい

た。これはまさにマインド・ワンダ

リングである。さらに彼女は勝手に

「内職」をしているか、あるいは周

りの子供にちょっかいを出して先生

から注意される。ももこ本人は、決

してボンヤリなんかしていないと考

えていたし、常に何かを考えていた

のだから頭もめまぐるしく使ってい

ると思っていたのであったが、母親

から「あんたは毎日うわの空で生き
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ているから忘れ物や失敗ばっかりす

るんだよ」と指摘されてびっくりし

たという。このような不注意さに加

えて、ももこは片付けも苦手だっ

た。これも ADHD に特徴的な点であ

る。子供時代、ももこは姉と共同の

子供部屋で暮らしていたが、彼女は

部屋をすぐに散らかしてしまい、そ

のうえ虫やカエルなどを持ち込んで

部屋で飼ったので、姉は嫌がってい

たという。さらに姉の持ち物を無断

で借りて返さなかったり、勝手に友

達を連れてきて大騒ぎをしたりする

ため、いつも姉に迷惑をかけていた。

ADHD の当事者の多くは、物を捨て

られず、整理ができない。片付けが

苦手なのは、細かい部分に注目して

しまい、全体をまとめて見ることが

苦手なためである。ももこは短大に

在学中に漫画家としてデビュー。卒

業後に上京して就職するが、2 カ月

で退職している。まもなく雑誌『り

ぼん』で『ちびまる子ちゃん』の連

載を開始し、たちまち国民的な人気

作家となったのは周知のとおりであ

る。生前に親交のあったビートたけ

しの回想・・・　生前に親交のあっ

たビートたけしは、さくらももこに

ついて次のように述べている。「さ

くらさんと話した中で、よく覚えて

いるのが確かお祖父さんの亡くなっ

た時のことだよ。お祖父さんは亡く

なる時に口をポカーンと開けたまま

死んじゃって、それを隠すために

ほっかむりみたいなのを頭に巻いて

納棺したんだって。本当は白いさら

しの布がよかったんだけど、見つか

らないからしかたなく“祭”と赤い

字で書かれた手ぬぐいで代用したん

だよな。それをさくらさんは「ドジョ

ウすくいの人みたいだった」なんて

言ってさ。「今にもクネクネ踊り出

すかと思って、あたしゃ笑いを堪え

るのが大変だったんだから」ってね。

芸人ならまだしも、女の人が自分の

身内をそういう風に引いた目線で見

たり、話したりすることはなかなか

できないよね。結局、そういうシニ

カルさというか、ブラックユーモア

みたいなセンスがオイラと似ている

のかもしれない」（ビートたけし『「さ

みしさ」の研究』小学館新書）

言葉が遅く小学校は 1年遅れで入学

した男性の漫画家

　男性の漫画家においても、発達障

害の特性を持つ人は少なくない。

　水木しげる（1922 ～ 2015）は代

表作『ゲゲゲの鬼太郎』によって国

民的な漫画家になり、わが国漫画界

のレジェンドといってもよい人物で

ある。妻の回想録『ゲゲゲの女房』

を原作とした NHK の朝ドラも放映さ

れた。水木の故郷である鳥取県では

米子空港にも鬼太郎の名前がつけら

れ、空港の売店には数多くの鬼太郎

グッズが並べられている。

　水木は大阪で出生し、鳥取県境港

市で育った。水木は、変わった子供

だった。幼児期に言葉の遅れがあり

周囲からは知的障害者かもと思われ

て、小学校は 1年遅れで入学した。

　学校では好き放題をしていた。い

つも朝寝坊をして毎日のように遅刻

した。授業中も寝ていて勉強はせ

ず、ケンカばかりしていた。仲間の

間ではガキ大将的な存在で、隣町の

グループとの戦争ごっこに明け暮れ

た。

　子供の頃の水木は、ものを集める

のが好きだった。昆虫採集に加えて、

海岸の漂着物、藻や石などをたくさ

ん集めた。新聞の題字集めに凝った

こともあった。1 度夢中になると、

飽きるまでやめられなかった。

少期から ADHD 的なおおらかさと集

中力をもっていた水木しげる　

　また、水木は絵が好きだった。紙

切れとエンピツかクレヨンがあれ

ば、いつも絵を描いていた。主に風

景画を描いていたが、絵物語を描く

こともあった。高等小学校の頃には

絵画の才能が認められ、1 日中絵ば

かり描いていたこともあった。この

ような ADHD 的なおおらかさと過剰

な集中力が、水木の創造力の源泉

だったのであろう。

　なお、水木の父親もユニークな人

物だったようだ。早稲田大学では勉

強はせず、歌舞伎や映画に熱中し、

故郷の堺港に船を浮かべてドンチャ

ン騒ぎをしたこともあった。卒業後、

商売を始めたが失敗し、大阪で会社

員をしていたが、勤務時間中に映画

をみていたのが社長にバレてクビに

なる。境港に帰って銀行に勤めたが、

夜は芝居小屋を借りて映画の上映も

していたところ、やがて銀行もクビ

になった。その後は保険会社に勤め

てジャワ支店に海外出張したり、米

軍の通訳をしたりして暮らしていた

という。

問題を起こしてばかり、さまざまな

職業を転々とした。

　高等小学校卒業後、水木は大阪で

働きながら絵の勉強をした。当初は

印刷所の住み込みをしていたが、問

題ばかり起こすため短期間でクビに

なり、版画店に転職した。

　転職先でも、水木は何をするかわ

からない危険人物として扱われ、版

画の仕事はさせてもらえず、仕事は

使い走りの雑用ばかり。それでも水

木の仕事ぶりは不良とみなされた。

　勤務中でも、水木は自分の興味の

あることを優先した。太鼓屋の店先

で大きな木の筒に皮を張っているの

を見かけると、自転車を止めてじっ

と観察してしまう。そのため配達物

が何時間も遅れてしまい、社長から

は「使い物にならない」と言われて

クビになってしまった。その後も職

を転々とした。1943 年、水木は召
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集されて陸軍の兵士として戦時下

のラバウル（パプアニューギニア、

ニューブリテン島）に出征した。空

襲の中、水木は命の危険を感じるこ

ともなく、爆弾が炸裂する光景を

うっとりと眺めていたというエピ

ソードが知られている。だが、最終

的には爆撃による負傷で左腕を失っ

てしまった。復員してからもさまざ

まな職を転々とした。染物工場の絵

付け、闇物資の買い付けや魚屋など

をするが、どれも長続きはしなかっ

た。単純作業は苦手で、しゃべって

ばかりいて、よく怒られた。元来絵

を描くことが好きだった水木は、26

歳のときに一念発起し、美術学校に

入学する。当初は入学資格がないと

断られたが、直談判して夜間部に入

学を許可されたのだった。だが、最

終的には生活に困窮し、中退してい

る。こうしてさまざまな紆余曲折を

経た後、水木は紙芝居作家をへて、

漫画家としてデビューした。彼の描

いた妖怪のキャラクターたちは、今

でも多くの人に愛されている。（岩

波 明）（2019 年 5 月 6 日 文春オン

ライン）

 集会の要綱

□集会名称 「やまゆり園事件から３年

優生手術の被害者の話しを聞く」

□主催 奈良県障害者差別をなくす条例推進委員会 

事務局：生駒市小明町 1348-1

相模原やまゆり園事件を考える会・奈良

連絡先： 636-0213 磯城郡三宅町伴堂 847-3 

TEL 0745-42-1320 ピープルファースト奈良

□講演 北 三郎さん（優生手術東京訴訟原告）

□日時 ２０１９年７月２７日 (土 )

午後１時３０分～４時

□場所 奈良市中部公民館５階ホール

みなさま

絆 4月号に掲載しました NPO 法人ならチャレンジドさ

んから

総会＆記念講演の案内をいただきました。

6月 1日（土）14：40 分からの講演はだれでも参加で

きます。ただ、この日は兵庫の NHK フォーラムと重な

ります。添付ファイルのように奈良の障がい者の就労

についての興味深い内容です。都合のつくかたは、ぜ

ひご予定にお加えください。

河村
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ご家族で

昨年は世話人の私の諸事情でお休みしてしまい申し訳ありませんでしたが、今年からまた「

会の点灯ボランティア

ンティア体験も

つ明かりを灯

活動法人 なら燈花

「早咲きの日」に点

みんなで一緒に「

 

◆活 動 

◆日    

◆集 合 

◆募 集 

◆保  険

＜お申し込み

 住所・氏名

携帯）・メ－ルアドレス

してください。

奈良県自閉症協会

※詳細については

※お子様の安全面に関しましては、ご家族や保護者の方の責任でお願いします。

※雨天の場合

※当日は浮雲園地にてミニコンサートが企画されています。

※燈花会について詳しくは

「なら

家族で「なら

年は世話人の私の諸事情でお休みしてしまい申し訳ありませんでしたが、今年からまた「

会の点灯ボランティア

体験も おかげさまで今年

を灯しながら

なら燈花会の会

「早咲きの日」に点灯ボランティア

みんなで一緒に「灯

 内 容 ：

   時 ：

 場 所 ：



 対 象 ：

険  料 ：

お申し込み内容＞

氏名（フリガナ）

メ－ルアドレス

してください。 

奈良県自閉症協会 Kawafune@ares.eonet.ne.jp

※詳細については、申し込み後に改めて

※お子様の安全面に関しましては、ご家族や保護者の方の責任でお願いします。

の場合は中止となります。（当日

当日は浮雲園地にてミニコンサートが企画されています。

燈花会について詳しくは

なら燈
とう

花会
か え

「なら燈
とう

花会
か え

」

年は世話人の私の諸事情でお休みしてしまい申し訳ありませんでしたが、今年からまた「

会の点灯ボランティア」再開いたします！

おかげさまで今年

しながら、日常から解放されたひ

会の会 事務局」様のご

灯ボランティア

灯（あか）るい人」になりましょう！

： 定められたエリアにカップを並べ、水を注いでろうそくを

ける作業です。できる部分だけの参加でも大丈夫です

： 令和元年

※時間厳守でお願いします。

： 奈良公園内

＜アクセス＞

 お車で来られる方は、

： 自閉症児・者の

： 当日のみの保険に加入します。

（東京海上団体イベント保険

内容＞ 

（フリガナ）・年齢・

メ－ルアドレス、当日の交通手段（公共交通機関またはお車）を

Kawafune@ares.eonet.ne.jp

申し込み後に改めて

※お子様の安全面に関しましては、ご家族や保護者の方の責任でお願いします。

は中止となります。（当日

当日は浮雲園地にてミニコンサートが企画されています。

燈花会について詳しくは HP で

花会
か え

」点灯ボランティア

」の点灯ボランティア

年は世話人の私の諸事情でお休みしてしまい申し訳ありませんでしたが、今年からまた「

」再開いたします！ご家族

おかげさまで今年 5 回目を迎える事となりました。

常から解放されたひ

事務局」様のご厚意により、障害を持つ人たちがゆっくりと

灯ボランティアをさせて頂

（あか）るい人」になりましょう！

定められたエリアにカップを並べ、水を注いでろうそくを

ける作業です。できる部分だけの参加でも大丈夫です

令和元年 ７月 ２７

※時間厳守でお願いします。

奈良公園内 浮雲園地

＜アクセス＞近鉄奈良駅から徒歩約

JR 奈良駅、近鉄奈良駅から奈良交通バス（市内循環外回り）

「大仏殿春日大社前」下車すぐ

お車で来られる方は、

自閉症児・者の親子

のみの保険に加入します。

東京海上団体イベント保険

・年齢・性別・続柄（本人・父・母・兄弟など）・

、当日の交通手段（公共交通機関またはお車）を

Kawafune@ares.eonet.ne.jp

申し込み後に改めて詳細のお手紙を配布

※お子様の安全面に関しましては、ご家族や保護者の方の責任でお願いします。

は中止となります。（当日 14 時

当日は浮雲園地にてミニコンサートが企画されています。

でご確認ください

点灯ボランティア

の点灯ボランティア

年は世話人の私の諸事情でお休みしてしまい申し訳ありませんでしたが、今年からまた「

ご家族みなさん

回目を迎える事となりました。

常から解放されたひと時を過ごしま

厚意により、障害を持つ人たちがゆっくりと

をさせて頂きます。

（あか）るい人」になりましょう！

定められたエリアにカップを並べ、水を注いでろうそくを

ける作業です。できる部分だけの参加でも大丈夫です

２７日（土）

※時間厳守でお願いします。 

浮雲園地  

近鉄奈良駅から徒歩約

奈良駅、近鉄奈良駅から奈良交通バス（市内循環外回り）

「大仏殿春日大社前」下車すぐ

お車で来られる方は、「東大寺福祉療育病院

親子またはその家族

のみの保険に加入します。

東京海上団体イベント保険 

続柄（本人・父・母・兄弟など）・

、当日の交通手段（公共交通機関またはお車）を

Kawafune@ares.eonet.ne.jp 担当：椋本

詳細のお手紙を配布

※お子様の安全面に関しましては、ご家族や保護者の方の責任でお願いします。

時までの天候で判断されます

当日は浮雲園地にてミニコンサートが企画されています。

ください http://www.toukae.jp/

点灯ボランティア募集

の点灯ボランティアを体験しませんか？

年は世話人の私の諸事情でお休みしてしまい申し訳ありませんでしたが、今年からまた「

みなさんでチャレンジしま

回目を迎える事となりました。

と時を過ごしましょう。

厚意により、障害を持つ人たちがゆっくりと

。もちろん、ご兄弟の

（あか）るい人」になりましょう！ 

定められたエリアにカップを並べ、水を注いでろうそくを

ける作業です。できる部分だけの参加でも大丈夫です

）１７：００集合

 

近鉄奈良駅から徒歩約 15 分

奈良駅、近鉄奈良駅から奈良交通バス（市内循環外回り）

「大仏殿春日大社前」下車すぐ

東大寺福祉療育病院

またはその家族 15

のみの保険に加入します。（当日、現地にて回収いたします。

 一人 32 円

続柄（本人・父・母・兄弟など）・

、当日の交通手段（公共交通機関またはお車）を

担当：椋本 

詳細のお手紙を配布させていただきます

※お子様の安全面に関しましては、ご家族や保護者の方の責任でお願いします。

までの天候で判断されます

当日は浮雲園地にてミニコンサートが企画されています。（19：

http://www.toukae.jp/

募集 

を体験しませんか？

年は世話人の私の諸事情でお休みしてしまい申し訳ありませんでしたが、今年からまた「

チャレンジしませんか？

回目を迎える事となりました。広大な緑の中

しょう。例年のように

厚意により、障害を持つ人たちがゆっくりと

もちろん、ご兄弟の参加も大歓迎です。

定められたエリアにカップを並べ、水を注いでろうそくを

ける作業です。できる部分だけの参加でも大丈夫です

１７：００集合  

分 

奈良駅、近鉄奈良駅から奈良交通バス（市内循環外回り）

「大仏殿春日大社前」下車すぐ 

東大寺福祉療育病院」の駐車場を

15 組 30 名 

現地にて回収いたします。

円ほど） 

続柄（本人・父・母・兄弟など）・電話番号（ご自宅・

、当日の交通手段（公共交通機関またはお車）を下記のアドレスまで送信

 募集締切：７

させていただきます

※お子様の安全面に関しましては、ご家族や保護者の方の責任でお願いします。

までの天候で判断されます） 

：30～ 雨天中止

http://www.toukae.jp/ 

を体験しませんか？ 

年は世話人の私の諸事情でお休みしてしまい申し訳ありませんでしたが、今年からまた「

せんか？この

広大な緑の中で、

例年のように「特定非営利

厚意により、障害を持つ人たちがゆっくりと楽しまれる

参加も大歓迎です。

定められたエリアにカップを並べ、水を注いでろうそくを浮かべ、火をつ

ける作業です。できる部分だけの参加でも大丈夫です 

奈良駅、近鉄奈良駅から奈良交通バス（市内循環外回り）

駐車場をご利用ください

  

現地にて回収いたします。

電話番号（ご自宅・

下記のアドレスまで送信

締切：７月６日（金

させていただきます 

※お子様の安全面に関しましては、ご家族や保護者の方の責任でお願いします。 

 

雨天中止） 

 

年は世話人の私の諸事情でお休みしてしまい申し訳ありませんでしたが、今年からまた「燈花

この点灯ボラ

、ひとつひと

「特定非営利

楽しまれる

参加も大歓迎です。 

浮かべ、火をつ

奈良駅、近鉄奈良駅から奈良交通バス（市内循環外回り）

利用ください。

現地にて回収いたします。） 

電話番号（ご自宅・ 

下記のアドレスまで送信

日（金）まで

 

燈花

点灯ボラ

ひとつひと

「特定非営利

楽しまれる

浮かべ、火をつ

奈良駅、近鉄奈良駅から奈良交通バス（市内循環外回り） 

。 

下記のアドレスまで送信

）まで 
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NDF 総会ｔシンポジウム　　奈良県障害者計画改定に　私たちの声を

目的　奈良県障害者計画の次期改定にむけて、今春から県内障害者団体からのヒアリングや県との意見交換

　　　が進んでいる。2015 年策定された計画から、施策はどうすすんだか、奈良で障害をもつ人たちが安心

　　　して生活できるために何が求められるのか、当事者、家族、関係者が、実態や課題、ねがいを交流し、

　　　奈良県の課題を立場を超えて共有ししていくことを目的とする。

テーマ　　「奈良県障害者計画の次期改定に私たちの声を！シンポジウム」

日時　　2019 年 6 月 30 日（日）　１３時３０分開会（1時開場）～１６時００分

会場　　奈良教育大　付属小学校　多目的ホール

内容　　　１３：００　　　　開場

　　　　　１３：３０　　　　開会あいさつ　　藤井正紀　（ＮＤＦ代表）　

あいさつ　　奈良県障害福祉課　　「奈良県障害者計画の次期改定について」　　

　　　　　１３：５０　　　シンポジウム　　「奈良県障害者計画改定に、私たちの声を」

①パネラー（予定）

　　　　ダウン症協会　　

　　　　高次能機能障害　　脳外傷友の会、　　依存症　　ワンネスグループ・断酒会、

　　　　精神分野　なゆたの会・精神家族会、　視覚障害　　　視力障害者守る会、

　　　　こども・教育をめぐって　　教職員組合・ＬＤ親の会・自閉症協会

　　　　事業者の立場から　　知的協会・心身連・セルプ協

②フロアから

　　　　１５：４０　　　まとめ

　　　　　　（１６：００　　　第 2部　ＮＤＦ総会　１６：３０　終了）　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　

　主催　　　　　奈良障害フォーラム（ＮＤＦ）

　問い合わせ　　奈良市古市町 529-4　ふゅーちゃー内　奈良障害フォーラム事務局

　　　　　　　　　　　　　　　電話　０８０－１４４５－７８９４（担当　小針）

　　　　　　　　　　　　　　　ｆａｘ　　０７４２－６３－６７６６

　　　　　　　　　　　　　　　ｍａｉｌ　　y-kohari@kyosaren.or.jp
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発行人：関西障害者定期刊行物協会

住　所：〒５４３－００１５

　　　　大阪市天王寺区真田山２－２　東興ビル４F

編集人：奈良県自閉症協会

定　価：１００円　　　　　　
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発行人：関西障害者定期刊行物協会

住　所：〒５４３－００１５

　　　　大阪市天王寺区真田山２－２　東興ビル４F

編集人：奈良県自閉症協会

定　価：１００円　　　　　　

2

3

4

7

8

9

所属・勤務先

（　⾃宅　・　所属(勤務)先　）

ふりがな

氏　　名

性　　別 男　　・　　⼥　

その他

※受講にあたり必要な配慮がございましたら、こちらに記載ください。
   申し込み後に個別にご相談させて頂きます。

希望日
　６⽉１４日（⾦）（奈良県産業会館）

　６⽉１８日（⽕）（奈良県⽂化会館）

1

住所
（⾃宅もしくは
所属・勤務先）

5

6
連絡先

※連絡可能な番
号を記入してくださ

い

（　携帯　・　⾃宅　・　所属(勤務)先　）

〒

メールアドレス

⽣年⽉日 ⼤正 ・ 昭和　・ 平成　　　　年　　　⽉　　　日

【申込先】
〒６３０－８５０１ 奈良市登⼤路町３０番地

奈良県福祉医療部障害福祉課 障害理解促進係
担当︓⽟置、福角
TEL︓０７４２－２７－８５１４
FAX︓０７４２－２２－１８１４

※FAXで送信していただく場合、
送付票は不要です。

別紙１


