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蜃塾長難年はあた り佐賀県重症心身障害児（者）を守る会会長野崎秀輝
新年明けましておめでとうございます。皆様には、健やかに新年をお迎えの
ことと心からお喜び申し上げます。

皆様方には日頃から、守る会の活動並びに運営等に多大なるご協力ご支援を
賜り感謝申し上げます。私ごとになりますが、平成22年度全国重症心身障害

児（者）を守る会佐賀県支部の定期総会で役員改選が行われ、佐賀県支部長に 一己＿＿▲
推挙されました東佐賀病院重心病棟の保護者会会長の野崎秀輝でございます。微力ではございま
すが支部長という重責をお引き受けし身の引き締まる思いがいたします。経験豊富な前任者とは
異なり経験も乏しく未熟な私ではございますが、皆さんのご期待に応えるべく努力をする覚悟で
ございますので皆様方のご協力をお願い申し上げます。

さて、今日子供たちを取り巻く福祉施策においては、昨今の政権交代により「障害者自立支援

法」の廃案、そして新しく「陣がい者総合福祉制度（仮称）」の制定に向けた「陣がい者制度改革
推進会議」及び「総合福祉部会」等が発足し協議が重ねられております。その第6回会議に於い
て多くの委員から、障害者が施設の中で生活することは、「人権侵害である」さらに「施設を解体
して、24時間ヘルパーを利用するなどして早急に在宅移行を図るべきである」との意見が出さ

れたことは皆様ご承知のことだと思います。このことに対して、守る会では推進会議の各委員に

障害児者の生活実態等の理解を深めていただくために、「要望書」に署名を添えて内閣府に提出を
いたしました。この署名活動は当会初めての運動であり、全国12万1千人もの皆さんの御協力
をいただきました。日頃から、「社会の共感を得る運動を」という言葉が真実として証明されまし

た。重症心身障害児（者）への皆様の熱い応援に感謝と身の引き締まる思いでございます。
皆さん、署名運動にご協力頂きありがとうございました。

しかし今日においても、なお「総合福祉制度改革」は審議の途中であり、今後の動向について
注視していきたいと思います。いずれにせよもの言わぬわが子たちの命を短くすることのないよ
う、一人一人の可能性を伸ばし生きがいのある生活ができるような制度になることを願い期待を

したいと思います。子供の療育生活の向上を願うとき、今全ての保護者が心を一つにして、守る
会の基本理念を基に活動を展開していくことが必要であると信じております。
つぎに、第47回全国大会が6月26日〜27日（2日間）緑豊かな後楽園公園近くの岡山城
が見える岡山プラザホテルで、全国から1，100名の参加のもとに開催されました。佐賀県支部
から12名が参加を致しました。

又、11月6日〜7日には、九州沖縄ブロック大分大会が別府市において開催されました。「制

度改革の本質を見極め、私達の要求を実現させよう。」というメインテーマのもとに、基調講演及

び各分科会が開催されました。本大会も、400人を超える会員の出席のもと、熱心に協議が行
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われ盛会の内に閉会となりました。

佐賀県守る会では、佐賀県教育庁に佐賀県立特別支援学校における高等部支援教育事業の対象
者の拡大について要望を行いました。その結果、県教委は、23年度から高等部に「特別入学枠」
を新設し、これまで制度がなく高校教育が受けられなかった中学卒業生を対象に1年で9人ずつ、
3年間受け入れることになりました。厳しい財政の中でご高配頂いた関係者の皆様に厚くお礼を

申し上げる次第です。
つきましては、今年度の活動計画も一つ一つ確実に進めてまいります。今後も子供達が安心安
全で、療養介護が受けられるよう目標を持って活動をしてまいりたいと思います。今後とも保護

者の皆様方のご支援ご協力を宜しくお願い致します。

第is回 生国守る会九州・沖縄ブロック六分大会
昨年の佐賀大会から1年2ヶ月、第13回
守る会九州・沖縄ブロック大分大会が、11
月6・7の両日別府市の杉乃井ホテルで開催

された。参加者は昨年の佐賀大会の530名［
よりやや少ない440名の参加であった。会

場のホテルは、九州でも有名な大型のホテル
で佐賀県民にとってはうらやましいかぎりだ
った。しかし立派なホテルはそれだけに会場

費が高く、大分支部の関係者は値段の交渉に
努力されたが、かなりの高額で涙をのんだと
聞いている。

来賓の挨拶では、担当県の知事が登壇されるのが恒例になって、今年も広瀬勝貞大分県知事の
挨拶を受けた。県のトップの知事が出席されるかされないかの差は大きい。
式典のあと、分科会。それぞれのテーマは、国立施設部会「成年後見人の会員資格を考えよ
う！、」重症児施設部会「制度改革を理解し、日常活動を通じて問題解決を図ろう」、在宅部会
「在宅重症児・者にも地域包括ケア支援の政策を実現させよう」、母親部会「親の意見を政策に反
映させよう」。どの分科会も時間一杯の熱心な討議がなされた。
懇親会は、8−10人で囲む丸テーブルを各県ごとに配してあった。広い会場はまだまだ余裕
があり、武雄での狭かったがゆえに一緒にできなかった東佐賀の皆さんの無念さが思い出された
ことだった。部外から招かれた若者達の打ち鳴らす「鉄心太鼓」の音に酔い、施設職員によるフ
ラダンスに目を奪われ、会は大いに盛り上がった。

湯の街別府の夜を杉乃井ホテルの「棚湯」で楽しんだ。屋上の露天風呂で、それがいくつもの
棚に分かれ、湯に浸かりながら別府市街の鮮やかなネオンが一望の下に見下ろせて何ともすぼら
しい棚湯だった。この棚湯の宣伝はあまりなされていなかったので、経験されなかった人もいる

かもしれないが、その方々は是非次回に楽しんで欲しい。

第2日目は各部会長から分科会報告がなされた。その後の中央情勢報告では、水澤守る会副会
長・中国ブロック長より、守る会発足まもなく発行された朝日新聞記事（昭和40．5．15付）の紹介
があった。先駆者達の懸命な運動がしのばれ今の組織があることに「決して原点を忘れるな」の
意識を強くした。また、宇佐美本部事務局長からは、「障害福祉施策の方向性について」の講演が
あり、最近の本部の活動や行政の動向を知ることができた。
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u国正施設部金蛇参加して肥前精神医療センター親の会会長新地豊作
今回（平成22年11月6日一7日）九州・沖縄ブロック大分大会に参加し
て、私の感想を述べます。メインテーマである『制度改革の本質を極め、わた

したちの要求を実現させよう』でしたが何もふれずにおわりました。

分科会の司会を担当して今回のテーマである「第三者後見人の資格問題につ
いて」その他、討議を行いました。グループ参加35名位でした。その中で
「子どもより親が早く死ぬからその後はどうでもよい」との意見がでました私も

同じ考えです。しかし親が死ぬ前に子供に対し「親は今何を考え何を行動すべきか」を考えるべ
きだと思います。その為私達は守る会、県支部、親の会等などに入会して子供のすごしばかりの
幸せを願い活動に心がけています。しかしながらひたすら「お願い・お願い」で良いのでしょう
か。運動や活動もない現状なのです。

平成18年10月施行の障害者自立支援法、一割負担（前政府は応益・応能負担等と憲法違反
ではない）を障害者に負担をかけています。現政府（厚生労働大臣）は今年4月中に71名14
団体に対し和解をしたのは周知の通りです。これをうけ「障害者制度改革推進会議委員24名、
オブ参加2名」を立ちあげ、政府に対し答申を出すべく議論を何回となく行っています。その中
で人権条約を守るためには「施設は解体して地域に・家庭にかえせ」との意見が出されました。
親子が一緒に暮らすことは人権を守る原則なのです。国際的に人権条約を批准している国々にも
施設はあるのです。あたかも施設をブルドーザーで解体するかのごとく解釈する人がいるように
私は思えてなりません。地域に返せ・家庭に返せ何も心配はないのです。例え家庭に返っても両
親の人権は守られるのです。（日本国憲法18・24・25条）

その為の人権条約です。委員の意見では、「両親は共働きができるように」と、述べているので

す。卵が先か、鶏が先か、の論争ではないのです。政府に対し「障害者の基本的人権」を守らせ
る運動こそ私達親に課せられた任務ではないのでしょうか、この事が理解出来ないとこの会の発
展はありません。

第三者後見人等の議論は上記が解決してからでも遅くはないのです。平成25年8月障害者自
立支援法の改正に向けて皆様とともに頑張りたいです。

起直宅部会」は参加して

肥前精神医療センター親の会副会長阿部 孝

共に生きる地域づくり（在宅分科会）
「在宅重症児者が地域で安心して暮らせるには」のテーマで進められ、前半
は「大分県在宅障害者支援ネットワーク」の発足から現在までの状況及び本年
度の活動についての報告がありました。目標は「誰もが安心して暮らせる地域
をつくることです。」具体的活動は
1、相談活動 いつでも誰も気軽に相談できる24時間の電話相談窓口の継続。
2、情報提供 困ったときの道標としての、福祉、医療関係のガイドブックの発行。
3、福祉フォーラム 家族、施設、行政、ボランティア、地域社会の人々等広範な人たちと話し
合う場として県内各地域で開き、県全体の理解度をたかめネットワークを強化する。
4、条例づくりの取り組み 誰もが安心して暮らしていける「大分県条例づくり」を自分たち
の地域は自分たちでつくるという精神で行政も含めた共同作業として取り組む。
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5、重度障害者と家族の課題について「提言」づくり、重度障害者と家族の現状と思いを重視し、
行政に対して提言をかさねる。後半は「在宅福祉サービスの現状と課題」として、短期入所、
日中一時支援について討議をした、主な要望をまとめてみると、
1、親の体調が悪い時や、緊急な時（冠婚葬祭等）直ぐ対応してもらえる体制づくり。
2、医療的ケアが必要な子供たちを受けいれる施設の増設、増床と人材の配置。
3、生活圏内で身近に利用できる施設の増設。
4、日中一時支援の時間延長、送迎サービスの充実。
討議の結果、家族及び親の会の運動だけでは解決されない問題が山積しており、他障害者団
体、行政、施設、ボランティア、地域社会の人々と共に活動を進めなければならないことを
再認識しました。守る会の組織として他の母親部会、施設部会としても支援体制をつくる必

し「母蹴部会」は参加して

佐賀県守る会事務局長山部幸子

母親部会では、「親の意見を政策に反映させよう」一若い会員への声かけを通
じて−というテーマで、総勢50名ほどで分科会が行われました。佐賀県は私
山部と肥前から2名、計3名の参加でした。各支部の報告では、各県とも母親
部会としてどう取り組んでいくか検討中とのことでした。また、母親部会は、

各部会の情報を知り同じ障害を持つ親としての問題点を共有し、守る会の原動
力となる仲間作りを目的としているのだと、守る会本部の宇佐美事務局長さん
が話された後、保育士の問題・病棟建て替えの問題・成年後見人の問題など活発な意見交換が行
われました。「若い会員への声かけをどうするか」というテーマでは、『初めて重症児を持つ親へ
のガイドブック』（全国守る会発行）を活用して、障害児を持つ親の先輩として声かけをしていま
す。何より親がいろいろな活動に一生懸命取り組んでいる姿が、若い方には刺激的で魅力的で共
感を呼ぶとの意見がありました。これらの意見と、今年の全国大会で母親部会に参加した時、東
北ブロックの方から、地域ごとに茶話会を開きいろいろな話をする中に見えてきた問題点を、施
設に対しては運営懇談会を通じて、また地域行政へは障害者福祉向上のための働きかけを行い、
家庭が抱える問題については、同じ障害児者を持つ保護者同士が、悩みや不安を話し共感しあう
ことで心が軽くなり、保護者同士の輪が広がったという報告をされたこととを踏まえ、佐賀県で
の母親部会は地域を18グループに分けての茶話会を開き活動していきたいと思っています。
この活動の輪が広がりたくさんの子どもたちの笑顔につながりますように

し「六分大会」は参加して

。

肥前精神医療センタ＿親の会本村悟

11月6日朝、束佐賀病院の皆様と一緒に大分大会へと向かいました。バスの窓

から観る大分道の山並みは色づき始め、天候にも恵まれて大変清々しい気持ち
ター∴∴簡単
で別府に到着しました。会場にはすでに多くの人が集まっていました。特に今
寮両手
大会は初日の講演からも分かるように新政権で議論はなされているものの「障
害者施策の動向」は未だ不透明であるうえ、分科会で討論した「親の高齢化」
に伴う成年後見人の問題など、親なき後の心配は尽きない大会でもありました。
この様な中で二日目の記念講演「個別支援一保護者に望むこと」では本当に子供たちの事を考え
支援している様子が伝わり深く感動すると共に、保護者として精一杯の事はしなければとの思い
を新たにしました。久しぶりに訪れた別府でしたが、温泉に浸かって観た綺麗な夜景や美味しい
食事、渇けむりが立ち込める朝の風景など、不安が多い中で心安らぐひと時になりました。
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11月7日（水）、今日は本年度最後の院外療育
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地は筑紫野イオンモールでした。東佐賀病院重
株全体での参加者が11名、わが14病棟は3名参加
田の予定で が欠席とな 母娘の参加 のでしょう、
したが、前日まで点滴治療を受けていた福井君

∴一∴∴⊥

り、私の娘いずみと両親それに飯田真美ちゃん
となりました。参加者の日頃の行いがよかった

すばらし。晴天に恵まれみ＼

んな満面の笑顔でした。いつもより少し着飾り 帽子もかぶり、広い広いイオンモールに
到着したのは10時半頃でした。午後2時までたっつぶり時間があります。店内は早くもクリ
スマス用のイルミネーショ ンが輝いてとてもきiれいでした。まずは3階のゲームセンタ
ーでUFOキャッチャーに挑戦、飯田さん母娘は かわいい熊さんのぬいぐるみをゲットし

て大喜びです。いずみはお正月用にきらきら輝 く髪飾りを買いました。みんなの最大の
楽しみは何と言ってもお昼ごほんです。ある人 はバイキングでいろいろなご馳走を、麺
類大好きなうちの娘は長崎ちゃんぽんとケンタ7ッキーフライドチキンをいただきまし
た。デザートには大好きなソフトク リームを、お3なかと相談しながら少し食べました。本

＼

当に楽しい一日でした。

バスハイクと吉野ヶ里
肥前精神医療センター親の会 橋本峰代

l

前夜は雨音で目が覚めるほどでしたが、11月 2日当日は になって 、つい息子 重ね着を し切った 野ヶ里を 千代田町とイ 誰 ：∴ 廿

晴天となりほっとしました。わが子の体調が気
いたので、先生の詐可が出て行けることになり
を抱きしめてしまいました。寒くないようにと

してバスに乗り込みました。親の会でバスを貸

一

行事だったので、40分ほどのドライブのあと舌

目指すことになっていました。鳥栖市・三根町・

左賀県の北東部めぐりは。白／

頃走ったことがなく、子供たちより親がきょろきょろして風景を楽しむひとときでし

た。大型バスでの吉野ヶ里到着です。スタッフからの挨拶があり、弁当とおやつが渡さ

れ、思い思いの場所へ落ち着きました。私の息子は体調をこねしていて普通食ができな
いので、高カロリーのプリンをいただきました。私は手で覆うようにして急いで弁当を

済ませ、車いすを押し散歩に出かけました。5、6年前まではアスレチックや滑り台で

遊んだり、大人の手を強引に引っ張り困らせていた子も今ではおとなしくなり、車椅子
利用の数がふえました。それと同時に自分の体力も衰えを感じさせられたことでした。

広い園内は芝生もきれいに刈り込まれ、草花の管理もよくされていて、普段の忙しさを
しばし忘れ、車椅子を押していきました。幸不幸は自分の心で決めるもので、こうして

親子で元気に参加できて幸せだなあと思いました。
これからもひとりでも多くの子供が家族と参加できることを願っています。スタッ

フの方々や役員の皆様、参加された方々、そしてお天気の協力があって楽しい一日を過
ごすことができました。ありがとうございました。
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生徒や保護者のため、病棟と協力しながらがんばっていきたいと思っています。

伊万里は受け入れ拡大

佐賀県教委は来年4 態に応じて﹁通常の学
貝申墓標撃破︵三養 級﹂︵1学級の定員8△︑
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に実施し︑合格発表は8
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ごとに2月中旬から下旬

ている︒出願期間は2月

高等部の新設などに伴
万里市︶は︑現在の知的 する︒教員は入厳暑数が
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中原養護の周辺地域の
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目︒中原養護は︑知的陣 みや雲脚の生徒はこれま

等盤崇自由︑病弱の で︑佐賀市の大謀議学

8区分ごとに︑障害の状 校や全市養護学校に通っ

訪問教育で来年度から

1年で9人ずつ︑3年間受け入れる︒

た2000毎度以前空事竃歪が対象で︑

る︒制度がなく︑琵撞蒸霊写れなかっ

年度から︑連覇に﹁磐を新穀す

重度の障書がある金管等里謡菅馨茎
受はられる義認華で︑佑蜜県教委は来

つ学んでいる︒虫害は串学
部l期生鼠蛮香る臨調で︑
生徒や保養署から罰き猿害
高校で学びたい﹂といろ声に
応えた︒
高等部特別入学枠は︑制度

週に3〜4日︑1日2時珊程 の世代の人−蛋蔀蛋牽9人ず

度で︑年間210〜280

時間行う︒生徒は県内の特
別蓋整丁校8校のいずれかに

先行して00毎度に設けた申

われた人が対象で︑県警政

ー歪橋で藻琴の機会が失

麗彊藷曝露寵羅

県教委、来年4月から

所属し︑学校行事に︑墓茄す
︒
る

︵＋曇

もらいたい﹂十藷している︒

きる避け多くの人に受験して

するため襲︒で

会均餐やは壁書の自立を支援

鷲窓際﹁教育の機

長して受け入れる︒

く上曇垂磐蓮

一審する︒含蓄が足裏隻善

日︒2012年まで3春繭暮

出願期間は12月1日〜28

たっている︒

露代後半から抑代にわ

32人を抽瑳しているという︒

免除者は飢人︑中学卒業者は

策藤によると県内の義務教育

年に9人3年間受け入れ
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中原養護に高等部

諒闇教書は︑特別 学部の韻書では寓話︑濃
霊窒丁校の馨る︒ 霧 ざ れ る 前

県教委

通巻3838号2011年4月14日発行（日刊）
第三種郵便物承認
佐賀）1997年9月18日
QSK（バルーン

喧る学齢超過害の方の学びの固意中醸護学校教諭園田裕子
現在、中原養護学校の分校舎では13名の学齢超過の生徒さんが学ばれていま

す。以下、事例を紹介したいと思います。
Mさんは中学部に所属する50代の方です。

1学期は病棟内での授業が中心でしたが、病棟看護師、指導員、保育士、理

学療法士の方々に相談したり、また教師仲間に相談したりして指導方法・内容茎
を考えていきました。

2学期からは分校舎の校舎に登校することができるようになり、・いろいろな学習に取り組める

ようになりました。音楽が好きというのがはっきりしていたので、音楽からのアプローチを中心

に考えていきました。普段はCDの音楽に合わせて、歌を歌ったり名前を呼んだりしています。学
校にあるピアノを弾いてみたところ、じっと聴いている様子で応えるように声を出したり、手を

挙げたりすることができたのです。また、いろいろな取り組みで笑顔が増えたり声を出したり、
体の動きが見られたりするようになりました。

先日行われた日曜参観では保護者の方が来られ、一緒に触れあっていただいたり、学習の様子
や文化祭のビデオを見ていただいたりしました。生き生きとした学校での生活を見て、保護者の
方も喜ばれていました。父の日のプレゼントで渡した風鈴を喜ばれていて「これを見るとMを思
い出すね〜。」と夫婦で話されているそうです。作品を見られて、学校で頑張っている様子や楽し
く学習している様子を感じていただいています。

担任一同教師自身も学齢超過の生徒さんたちからたくさんの元気をもらっており、これからも

QSK（バルーン

佐賀）1997年9月18日

し塑乱惟賞は兜て

馳

第三程郵便物承認通巻3838号2011年4月14日発行（日刊）

NHO東佐賀病院療育指導室長申武孝二

私ごとで申し訳ないが、束佐賀病院に来て早いもので6年になります。
失礼ですが、来る時は古墳に囲まれたのどかな田園風景をイメージしてい

たのです（郷里宮崎県西都も古墳の町）が、どっこい大都会？久留米にと
ても近い場所なのでびっくりしたのを、今でも覚えています。病院や病棟
は予想したとおりでしたが…。2年日になり少しは慣れてきた所に、障害

者自立支援法が制定され、契約制度、成年後見人の申し立て、障害児施設受給者証の交付、
高額な負担金など、次から次へと激動の1年を保護者の皆様と一緒に奮闘したのを、つい最

近のように思い出されます。そして、新事業への経過措置の5年間があと1年と迫ってきま

した。さらに12月3日、障害者自立支援法の改正案が国会で可決されました。これで来年
になれば動きが慌ただしくなると思われますのでご協力のほどよろしくお願いします。ま
た、重症心身障害病棟の建て替えですが、利用者の方々やご家族の皆様が望まれる快適な居

住空間を目指して、ご意見やご要望を拝聴しながら進めています。

最後にこんなに永く束佐賀病院に勤務できますのも何かの縁でございますので どっしり

と腰を据えて仕事もさることながら、夜の佐賀を楽しみたいと思いますので今後ともよろ
しくお願いします。

埋童福祉法の改正を受けて

肥前精神医療センター 療育指導室長 西原 礼子

昨年12月3日に児童福祉法の見直し法案が可決され、平成24年4
月1日から障害者自立支援法に基づき重症心身障害病棟の18歳以上の
利用者は療養介護事業への移行が決定しました。とは言っても、18歳
から20歳になるまでは申請すれば児童福祉法での処遇を続けることが
できるようです。20歳を過ぎた人たちは、今までの県事業が市町村事
業へと移っていきます。受給者証の手続きが、県（児童相談所）ではなく、市町村になっ
ていきます。病院の方でも、諸課題に対応するために準備委員会を設けて検討を始めてお
り、その中には後見人・ご家族への支援も当然含んでおります。平成18年10月の措置
から契約に移行した時から、早4年経ちました。病棟の利用者の平均年齢も上がりました
が、その分ご両親やご兄弟も高齢化され手続きなどが大変になって来られていると思われ
ます。今後、行政機関と連携して諸書類の手続きなどがわかりやすいようにお手伝いでさ
ればと思っております。
また、肥前精神医療センターも平成24年度中には、建て替えが計画されています。新
しい事業の下、新しい病棟で生活の質を向上できたらという思いでいっぱいです。

つJT
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★★★障害書幅刺条約のポイント★★★
Ql 条約は条例や法律とどう違うのですか？
条例は、自治体の議会で立法する約束ごと。法律は、国会で立法する約束ごと。そして条約
は、主に国と国との間で取り決める約束＝国際法です。国際法は、憲法より下位にありますが、
一般の法律よりも上位に位置づけられます。つまり、国が守らなければならない法律の優先順

位は、高い方から順に憲法、条約、法律、条例という構図になります。すると、国内の法制度
は条約に拘束されることになります。このため、条約の締結（締約国になる）には厳重な手続
きを踏むのです。
Q2 締約国になるには、どんな手続きをしますか？
この条約を締結するには、①「署名」してから「批准」する、または②「加入」する、の二
つの方法があります。どちらの方法で締結しても国際法上の効果は同じですが、著名する・し

ないの違いがあります。署名とは、国が条約の趣旨に賛同する行為です。署名するだけでは、
法的にはまだ拘束されません。しかし、著名すると条約の内容に反する行為をしないことが当
然期待されます。国内に効力を発生させるには、署名した後、批准をしなければなりせん。批
准とは、国が条約に拘束されることへの最終的な同意を表明する行為です。批准するとき、政
府は国会に諮り承認を得なければなりません。批准して初めて締約国となります。
Q3 条約に拘束されると、どんな変化がありますか？
影響を受ける可能性があるのは、条約と国内法との関係です。条約は、憲法と一般の法律と
の問に位置づけられます。ということは、締約国は、条約と一般の法律との間に整合性を持た
せなければなりません。障害者権利条約の第4条には「締約国には条約に書かれた権利を実施
するため、すべての立法措置、行政措置をとる義務がある」ということが書かれています。既
存の法律や制度の中に障害者差別となるものがあれば、修正・廃止する必要があります。それ
でも解決出来ない問題が残る場合は、新しく法律を作って対処する必要もあるのです。
Q4 なぜ障害者権利条約を作る必要があったのですか？
従来、障害者は保護や治療、訓練の対象と見なされてきました。社会サービスが提供されて
も差別はなくなりませんでした。権利の主体として位置づけ直す必要があったのです。これま
でに国連は、障害者の人権に関する宣言や基準規則などをしめしてきましたが、なかなか抜本

的な解決を見ませんでした。条約のように法的な効力を持つものではなかったからです。こう
した背景があって、「障害者の人権条約が必要」という国際的な合意に至りました。

（福祉新聞社発行「障害者権利条約で社会を変えたい」から引用）

あけましておめでとうございます。「バルーン舞狂号」をお届けします。昨年は政権党の中心民主党が、仮免許運転とはいえ、おぽっか

編集後記 ないありさまで日本のかじ取りが心配でなりませんでした。新年の国会で予算を通過させるのに大きな波瀾が予想されます。これでは幡
かい者総合福祉法」の行方も気にかかります。まずは目の前の病棟建て替えに集申しましょう。（S）

●顧 問●
若楠療育園園長野上憲彦先生
西九州大学教授古賀靖之先生
佐賀県議会議員石丸 博先生

編集佐賀県重症心身障害児（者）を守る会 事務局 野崎秀輝
〒847−1441佐賀県玄海町大字今村4718−3
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