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「・・・今年度を振り返り・・・」　　佐賀県重症心身障害児（者）を守る会
会長　野崎　秀輝

明けましておめでとうございます。会員の皆様には、ご家族お揃いでよいお

年を迎えられたこととお慶び申し上げます。

日頃より、保護者会の活動等にご支援とご協力を賜り心から感謝申し上げ

ます。昨年、当会で開催致しました「きょうだいキャンプ」また「成年後見人の

研修会」事業に会員皆様方の沢山のご参加をいただき役員一同心から感謝申し上げます。今年

も、「子供の日常生活及び療育向上」を始めとして、「社会の共感を得る活動」を目指し努力して

まいります。

さて、今日までの制度の現状について報告を致します。平成22年12月に「つなぎ法」（略称）が

成立したことに伴い、児童福祉法及び障害者自立支援法の一部が改正され（以下「改正法」）、平

成24年4月1日から施行されています。

児童福祉法の一部改正で、重症心身障害児（者）通園事業については、法律に基づく事業とし

て位置づけられるとともに「児童発達支援事業」に一元化され、重症心身障害児施設について

は、「障害児入所支援」に一元化されることになりました。また、重症心身障害児（者）通園事業や

重症心身障害児施設に適所・入所している18歳以上の障害者については、障害者自立支援法の

対象となります。このことにより年齢によって適用される法律が異なることとなりますが、重

症心身障害児者には特例的な配慮が行われて、守る会が要望してきた「児者一貫した支援」が維

持されることになりました。

改正法の施行により、平成24年4月から、適所支援法及び18歳以上の入所者に対する障害福

祉サービスの実施主体が都道府県から市町村に移管され、新しい制度への移行が円滑に進めら

れるとともに、適宜に応じて意見・要望等を参酌していただき感謝しております。

本年4月1日からは、「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保険福祉施策を講ず

るための関係法律の整備に関する法律」（以下「障害者総合支援法」）が施行されます。このこと

により、「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」にするとともに障害者の定義に難病等が追

加され、平成26年4月1日からは重度訪問介護の対象者の拡大とケアホームのグ）レープホーム

への一元化などが実施されます。

今後、新たな制度が円滑に施行されているか検証するとともに、障害者総合支援法の施行後3

年を目途に検討するとされている「障害者支援区分」の認定等が、障害者の特性に応じ適切な配

慮等で行われ、よりよい制度となるよう注視していく必要があります。

新たな障害者福祉施策が展開していく中で、全国重症心身障害児（者）を守る会との連携を図

りながら、親としての責任と義務を果たし、会員一同が心を一つにして活動を展開したいと思

います。

今後とも、保護者の皆様方のご支援ご協力をよろしくお願い致します。
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第15回守る会　九州〃沖縄ブロック　鹿児島大会開かれる

期　日　　平成24年12月1日～2日

会　場　かごしま県民交流センター〃lF県民ホール

参加者　東佐賀16名　肥前10名　計26名

職員の部　肥前　西原指導室長参加

福岡（66）長崎（65）熊本（52）大分（39）

宮崎（55）鹿児島（166）沖縄（4）

○　鹿児島への道

九州新幹線の開通により、鹿児島一博多聞の時間が短縮された。実際乗車してみてそのス

ピード・その快適さに満足させられた。鹿児島中央駅には鹿児島県守る会の会員さん方の出

迎えを受け、電車乗り場までわざわざ案内していただいた。

○　開会式典

会場はかごしま県民交流センター、広く立派な建物でホテルではなく公共の県民ボー）レで

ある。佐賀県にはこのような施設がなく大会の開催のたびに皆さんにご迷惑をおかけしてい

る。

高木ブロック長の挨拶は、若々しく張りのある声で、会員の先頭に立つ気力に溢れた言葉

だった。来賓の挨拶では県知事も市長も代理出席で知事や市長の祝辞を代読する形になっ

た。宮崎・佐賀・大分と知事さんが出席されたのに福岡・鹿児島と代理になってしまった。残念

でならない。やはりその県のトップに出席してもらうことの意義は大きいので今後もつと

めてトップの出席にこだわりたい。

○基調講演

守る会本部の宇佐美事務局長と水澤副会長・中国地区ブロック長から「重症心身障害児（者）

をめぐる最近の動向」というテーマで講演があった。具体的な資料があるので大会要項をご

覧いただきたい。中でも25年4月1日から施行される法律名「障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律」（略称障害者総合支援法のこと）、この法に対する守る会の

動き、内閣府の動きも示されている。また、「重症心身障害児者の地域生活の実態に関する調

査報告」や「重症心身障害児者の地域生活モデ）レ事業」等についての報告もなされている。

○全体討論会

在宅部会だけは別会場にし、残りの全員が1階ホールで合同の討論会となった。議題は

「後見人制度について」である。佐賀県支部としては、11月18日に江越正嘉弁護士を講師に迎

えて成年後見人研修会を行った。参加者からは、発言者が多く分かりやすいいい研修会だっ

たとの声が多かった。その予備知識があったために中身がよく分かる研修会となった。後見

人の仕事は身上監護と金銭管理が主たるものであるが、金銭管理については老人と違って比

較的少額なのであまり問題にはならない。身上監護で問題になったことは、第三者後見人に

は手術などの際同意決定権がないことである。従って親か親族の同意が必要となる。岡山で

は、親亡き後や親・親族と連絡がつかなくても「ゆずり葉の会」で同意権を得ているとのこと

であった。「ゆずり葉の会」は、「親亡き後、高齢化に伴い将来に渡り子ども達の安心、安全を守

る」ことを目的とし、NPO法人10名（弁護士、税理士、司法書士等）会員全員（300人）からな

り、日常活動として親や身内のいない子どもは他の親が手分けしてみている組織である。
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また、鹿児島南九州病院の「かかしの会」は、「保護者の高齢化に伴い子ども達への身上監護

の手伝い」を目的として、NPO法人（会員の中より10名の理事、110名の中から60名が会員

となっている）を組織している。鹿児島県は小さな島が点在しており、親が面会や行事参加が

叶わないことがあるので、2時間2000円でボランティアグループから身上監護のお手伝い

をする。また、金銭管理や事務手続き、身内のいない子供たちの墨（共同墓地）の確保までして

いる。

この2か所のNPO法人については全国的にも注目されているが、各地でのNPO法人の設

立の話はまだ聞こえてこない。佐賀県守る会も話題にしてみる価値はあると思われる。

○　記念講演

講師　平川　忠敏氏（鹿児島大学大学院臨床心理学研究科教授）

演題「陣がい児・者を持つ親の心、きょうたいの心」

平川先生は全国守る会の専属の講師のように全国のブロックで講演されていて、障害児の

きょうたいを支援するプログラムを実践されている。本日も穏やかな語り口で、元気で健康

な人たちが変わるべきだと話してくださった。

○　閉会行事

矢島一成ブロック事務局長の閉会挨拶に続いて、次期開催県の熊本県坂田支部長がゆる

キャラくまもんと一緒に熊本大会のPRをして大会が終了した。

○　夜の懇親会

今回は全体の会を止めて、各県ごとの懇親会になった。佐賀県は束佐賀と肥前が一緒に

行った。日頃よく顔を合わせているのになかなか話す機会のなかった親同士の話がはずみ、

二次会を楽しんだ人達のホテル到着は午前様になったようだった。

○　反省

沖縄を除く7県で佐賀県の参加者が26名と最も少なかった。鹿児島は遠いからという理由

はもっと遠い長崎県が65名であったことから理由にならない。過去の大会参加者数の少な

かった大分県ですら39名が参加している。総会や大会に参加するのは会員の義務であり、苦

労している役員への協力でもあり、何よりも自分の学習になるはずである。熊本大会には60名

以上の参加を期待したいものである。

（肥前　杉原）

中原支援亨枝だよっ　ICT利活用教育　佐賀県立中原特別支援学校
教頭　　中路　徹

「ICT利活用教育」って一体何のこと？？？と思われる方もおられるのではないでしょう

か？言葉を分けて考えると…「ICT（InformationandCommunicationTechnology）」とは、

情報（Infomation）や通信（Communication）に関する技術の総称。「利活用」とは、文字どおり、

「利用」したり「活用」したりすること。…まだまだわかりにくいですね、申し訳ありません。一言

でいえば、「ICT利活用教育」とは、「パソコン等の電子機器を使って教育を行うこと」です。佐賀

県では全国に先駆け、県全体の学校で進められています。

「うわあ、難しそう！」と感じられた方はおられませんか？いやいや、分校舎の生徒さん達には

大好評なんですよ。例えば・・「タブレットパソコン」を使えば画面上にカラーで大きく“い”と出

るだけでなく、音声で読み上げ、同時に当、ぬ〝が出て来て“ワン！〝　と吠え動き回ります。イン

ターネットにつなげば世界の国の様子を見て回ることも、知りたい事を調べる事もできます。
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「iPad」という電子機器では、アプリ（ソフト）を入れ込むと、ピアノやギターだって弾

けます。これらは非常にコンパクトですので、生徒さんが見やすい位置に持っていけま

すし、直接触って操作することもできます。「電子黒板」を使えば、40－50型くらいも

ある大画面を一人占めして、好きな映画を見ることだってできます。

このような事は今までも行われていましたが、今回、多くの機器が導入されましたので、

まさに「利活用」が進んできているところです。ここではその一部をお知らせしましたが、

まだまだ紹介しきれません。機会があれば是非、授業の様子を御覧になってみてください。
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楽しかったクリスマス会　　肥前親の会　栗田　昌

少し早めのクリスマス会が、12月18日肥前精神医療センタ一束1病棟で行われま

した。病棟内で親と一緒に過ごす子どもは、

毎月の面会とはまた違った気分になっているよ

うに思えました。ジング）レベルの歌が流れ、赤

鼻のトナカイ、あわてんほうのサンタクロース

の歌をみんなで歌ったあと、待ちに待ったサン

タさんの登場です。会場のざわめきの中親が用

意したプレゼントをサンタさんが一人一人に手

渡してくれました。子供達の笑顔がほじけるひ

とときでした。最後にケーキが振る舞われクリ

スマス会は終了となりました。
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この行事に携わった職員の方々、本当にご苦労さまでした。毎日の忙しい仕事の中で

子供達に喜んでもらえるような歌や漬し物の工夫大変だったと思います。また、中原支

援学校の生徒たちと先生方も有難うございました。子ども達は勿論親にとっても本当に

楽しいクリスマス会でした。

丁田正目 感謝の一日　　肥前親の会　阿部　孝

白　佐賀35万石藩主の別邸跡の神野公園へ11月8日バスレクを行いました。天候気温

共に恵まれ、親子共々たのしい幸せな時間を過ごしました。

このような時間をあたえていただいた方々に感謝しています。
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バスレクの費用は佐賀銀行福祉財団より野外活動費としていただき、行事の計画準備

実施の段階では病棟職員の方々の献身的な力添えに助けられ、又公園を散策中の老夫婦

の方から励ましの言葉をいただき、若い方からは車椅子を押してあげましょうかとやさ

しい言葉を掛けられ、遊園地の方から笑顔でむかえられ、バスの運転手の方からも明る

くやさしい扱いをいただき、すべての人々の好意に支えられた感謝の一日でした。

長期入院している子供たちは地域社会との距離感は遠く、それを近づけるため諸々の機会

を生かしながら努力していきたいと思います。

福岡国際空港へ院外療育に行きました　東佐賀保護者の会

坂口　雄三

発墜∴ �� 
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7月11日（水）朝起きると、今日も朝から小雨が降っ

ていました。

今日の天気が大変に心配でしたが、バスに子供達が乗る時

は丁度止んでいました。病院関係スタッフ、学生のボラン

ティアの方々のお陰で無事に乗る事が出来ました。

病院関係者に見送られ、バス

の中では行ってきますと、手を大きく振る子、体を揺さぶって嬉し

さを表す子、数年前まではバスハイクで良く見られましたが、久し

ぶりに見ました。

高速道路の二日市付近に来ると雨が強く窓ガラスに叩きつけて、

外の景色が見えませんでした。

幸いに、国際空港は乗り降りが雨に濡れないようになっていまし

た。濡れることなく、全員クーミナ）レヘ入ることが出来ました。

2階のレストランで、殆どの方が食事をされたようです。数分毎に

離着する飛行機を見ながら昼食が出来ました。雨の一日でしたが、

子供よりも喜んだのは私かも…。

病院関係スタッフ、ボランティアの皆さん方有難うございました。

丁哩正吾 中学部卒業おめでとう

弟が中原特別支援学校の中学部を卒業しました。

小・中学部、高校部合計31名の卒業式でした。石

井校長先生から一人一人に卒業証書が手渡され、式

辞の中で「一つ目は笑顔が大事です。二つ目は夢を

実現するために目標を持つことです。」と勇気を与え

ていただきました。その後、本校・分校の代表3名

が「この学校が大好きだった。みんなに会えて本当

に良かった。学校で経験したことは楽しい思い出ば

かり、大切な宝物です。」と卒業生の答辞を述べられ
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ました。立派な挨拶で感動しました。最後の「さよなら友よ」の合唱は、みんなの気持ちがこもっ

ていて心に響きました。応援してくださった病院、学校、守る会の皆さんに感謝申し上げます。

宿割旨暮雪すう　近況東佐賀病院療育指導室長植村安治

元旦は1年半ぶりに宮崎の実家に帰りました。父とはケンカをしているわけではない

のですが、足が遠のいておりました。白髪が目立っていましたが、元気で安心しました。

さて、平成25年になり、束佐賀病院の重心病棟も新しい一歩を踏み出す準備の年

です。病棟の新築もありますので、現状を報告させていただきます。

1．障害程度区分認定調査状況について

平成24年12月までの、障害程度区分認定調査済みの方について報告いたします。療　養介

護サービスの対象者139名に対し、認定調査済91名（65．5％）、区分確定84名（60．4％）、

その中で区分6が69名、区分5が15名です。認定調査が進んでおりませんが、重症心身障害児

施設からの移行ということで、障害程度区分を必要とするまでにあと2年ほど猶予期間があります

ので、順次市町村などと連絡を取りながら進めていきたいと思います。障害程度区分の結果も4以

下の方は今のところいらっしゃいませんのでご安心いただきたいと思います。

2．重心病棟新築の今後の予定

病棟新築の予定ですが、平成24年9月時点では以下のようになっております。

平成25年　3月～　5月　療育棟解体

平成25年　5月～12月　重心病棟建設

平成25年12月～1月　重心病棟、療育訓練棟完成、引越

平成26年1月～　3月　旧重心病棟解体、駐車場整備

工事中は騒音や療育棟、指導室の場所変更により、ご不便をおかけすると思います。なるべく現

状を維持できるよう心がけますので、今後ともよろしくお願いします。

3．個別支援計画の説明会開催について

個別支援計画の説明会は平成24年より年2回実施しております。今後も2－3月と8－9月の

2回を予定しております。各個人の日程については個別に連絡を差し上げますので、ご協力のほど

お願いいたします。今回からは毎月のサービス提供の様子を説明するための資料（サービス提供

記録）も準備しておりますので、これもご確認ください。

今年も日中活動の充実に心かけて参りますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。

肥前精神医療センターの療育　　　肥前精神医療センター療育指導室　西原　礼子

輪講諾詫諾諾認諾■串隔
るようになってきました。私が赴任してきた8年前の療・青†

青は、行動障害の改善・情緒の安定・体力の維持を目

指して毎日の散歩や毎週院外遠足で近隣の山や広場

へ計画されていました。開設の頃を知っている職員

は、遠くの山を指しながら「昔は、利用者さんが元気す

ぎたので、あまりある力を発散させようと冬の寒い頃も

あの山に登っていた。」と話をしていました。現在は、遠
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くの山に登る体力のある方がほとんどおられなくなり長時間の歩行も困難となってこられ、病棟外の

歩行は車椅子という方も増えてきました。当然、療育の内容も検討しながら形を変えてきています。

散歩も個人に合わせて距離や手段を考えます。院外遠足も距離を考えて実施したり、病院のバスを利

用して出かけるようになりました。また、室内の療育もエアートランポリンなどで揺れを楽しんでいた

だいたり、アロマやスヌ「ズレンなどゆったりした中でリラックスしていたたくなど「静」の療育で情緒

の安定を図り行動の改善を目指すといった工夫もするようになりました。

「・・会員の研修結果について・・」佐賀県重症心身障害児（者）を守る会　会長　野崎　秀輝

さくら前線北上のこの季節、大変過ごしやすく、会員三二二　聖堂聖塾∴　圭穿　て

の皆様にはご健勝でお過ごしのことと存じます。

昨年、守る会等の助成により「ぎょうだいデイキャンプ」

及び「成年後見人研修」事業を実施しました。この事業

の成果をご報告し、参加者の感想及び意見等を今後の

活動展開に反映させていきたいと思います。

まず平成24年10月16日「ぎょうだいデイキャンプ

事業」を兄弟姉妹の22名参加のもと開催。「障害への

」＝二つ”－　‾‾‾‾

一、一二二　－ 

○ 

理解、日常抱えている問題・悩み等」について講演を拝聴し、さらに講師と参加者のディスカッ

ションによる熱心な意見交換が行われました。

参加者の声として、「交流会にはじめて参加し、障害福祉制度の在り方等初めて耳にすること

ば、障害児者の生活実態、さらに保護者会の活動がこのような厳しい環境の中で積極的に取り

組まれていることを知ることができた。今後、機会あることに参加し障害に対する理解を深めて

いきたい。」このように貴重な意見を聞き、希望と喜びを感じることができました。

さらに、平成24年11月18日「成年後見人研修事業」を開催しました。この事業は、平成18

年以降障害福祉サービスの利用方法が「措置」から「利用契約」に変更され、また重症心身障害者

には判断能力のない場合が多いことから、多くの親たちが家庭裁判所に申し立てて成年後見人

に選任されています。

しかしながら、成年後見人制度の意義や果たす役割

を十分に理解できていない実態があることから、後見

人に選任された保護者を対象に佐賀県弁護士会に講師

を要請し研修を行いました。

当日は、41名と予想を上回る参加者となり関心の高

さがうかがわれました。閉会後、「財産管理及び遺産問

題についで悩んでいた。しかし、研修会に参加し弁護士

〃－1‾‾‾．‾’∵”「’‾’‾‾1　－、ニ亀 甲忘的職誠細謡C 

燐窮 」；、 �…ノ憶鷲∴∴∴’誓 �◆一 

」・ヽ∴ニi！ �一十： 

i 

壬患∴∴ふ �l＿劃 ’∴ l季 
菓88臆臆臆寓ご事 �書、 ヽ 

発音は 

の説明に事例が多く具体的な情報が得られで悩み等の解消ができた。」このように多くの人から

感想を聞き成果として評価しています。

成年後見制度に関わる専門の立場の方と出会う機会となったことも大きな収穫となりました。

圃　　　　　　　　　　　　図
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編集後記
亡き長女が束佐賀にお世話になってから30年、もし元気だったらどんな嫁さんになってたた

ろうかな？

はかない親心、亡き次男ももう24になっているどんな嫁さんが、いや彼女がいたんだろうかな？

この30年を振り返っていると多くの親さんと知り合えた。いずれも忘れがたい人たちばかり、それが

まだこの会に身を置いているのだろうか、人と人のつながりは色々あるが障害を持った親の気持ちは

すぐ打ち解けたと思います。

でも、私も間もなくここから身を引かなければいけない気持ちがします。でも、支部長OB会など計

画してつながりを持続していきたいところです（m・y）

ノふ、）薄ゝ

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 

TEL　090－8224－0993 
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