野党は公約で反対

共 産

難病や発達障害も含むすべ
ての障害を対象とする障害
者福祉法を早急に制定する

社民

自己責任を 押しつけるので
は な く、福 祉 予 算 を 充 実し、
自立と社会参加を支援する

障害者団体の問でも対応
が分かれ、衆院では民主
党以下野党は反対に回っ
た。ただ、尾辻秀久厚生
労働相は衆院解散後、同
じ内容の法案を衆院選後
の国会に提出し成立を目
指す方針を表明してい
る。
衆院選のマニフェスト
（政権公約）では、民主
党が「所得保障を置き去
りにしている」として同
法案に反対。共産、社民
両党も利用者の負担増に
つながるとして反対を表
明している。
法案の行方について、
自治体を中心に関係者が
最も懸念しているのが来
年一月以降の財源不足。

公明

グループホーム、福祉ホーム
を2007年度末までに6万5千
人分整備する

を考える

障害者自立支援法

法案に盛り込まれた来年
一月からの利用者負担を
前提 に国の予 算が組まれ
たため、国の補助金がな
くなる同月以降、市町村
が実施するサービスの財
源約百七十億円が不足す
る恐れが出ている。
市町村からは「補正予
算が組まれなければ億単
位のお金が欠損する。福
祉用具など緊急度の低い
サービスから減らしてい
くなどの対応を取らざる
を得ない」（東京都内の
福祉担当者）との声も聞
かれる。
知的障害者の親などで
つく る全日本 手をつなぐ
育成会の松友了常務理事
は「このままでは未曾有
の大混乱が起きる。なる
べく早い成立を望むが、
もし政権交代などがあれ
ば、（法案成立のめどが
立たず）手の打ちようが
ない」と危機感を募らせ
る。一方、法案に反対し
てき た障害者 団体の間に
は、棚上げになったこと
に安堵感も。日本障害者
協議会の藤井克徳常務理
事は「あのままの形で成
立するより廃案になった
方が良かった。当事者の
声をもっと反映させ、所
得保障などを盛り込む形
であらためて出直してほ
しい」と話している。

９月４日上毛新聞より

どうなる障害者自立支援法

民主

身体、知的、精神ごとに分か
れた政策を抜本的に見直し、
包括的な福祉法を制定する

衆院解散のあおりを受
け前 国会で廃 案となった
障害者自立支援法案が、
衆院選後にどのような扱
いを受けるのか。障害者
団体や福祉サ ービスを実
施する自治体が注目して
いる。
自立支援法案はこれま
で身体、知的、精神の障
害種別ごとに分かれてい
た福 祉サービ スを一元化
し、利用者に費用の原則
一割負担を求める内容。
前国会では七月に衆院を
通過したが、衆院解散に
より 参院で 審 議未了のま
ま廃案となった。
サービス一元化への評
価がある一方、費用負担
に反対の声もあるなど、
自立した地域生活を支援する
ため障害者自立支援法案の
早期の成立を期する

自民

各党マニフェストの
主な障害者関連政策

ノーマライゼーションに逆行する

まだ
う？！
間に合

w-step@s-step.com
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SSKW すてっぷ だよ り

衆議院解散に併い廃案になった障害者自立支援法についての勉強会を行なっています。１１日の選挙の
行方によっては、ほぼ同じ内容で施行される予定だからです。
今まで長い時間をかけてノーマライゼーションを目指して活動して来ましたが、自立支援法の内容を知
れば知るほど「いつからこんな国になってしまったのか？今までの活動はなんだったのか？」と怒りと共に
むなしさがこみあげてきます。
後援会の皆様、こんな法律が施行されて本当によいのでしょうか？お金がないからしかたないのでしょ
うか？本当に障害福祉にかける予算を増やせないのでしょうか？
障害の程度により生活する場所も決められ、働けるか働けないかによって受けるサービスも決められて
しまう自立支援法。皆様にも少しでも内容を知っていただき一緒に障害があってもふつうに暮らせるやさ
－ 実現のための方向転換に協力していただきたいと願っ
しい社会づくり － ノーマライゼーション
ております。
わーくはうすすてっぷ 鈴木隆子
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支給決定
について
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障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、①障害者の心身
の状況、（障害程度区分）、②社会活動や介護者、居住等の状況、③サービスの利用意向、④訓練・就労に関す
る評価を把握し、支給決定を行う。
障害程度区分認定調査項目（約１００項目）

①障害者の心身
の状況

一次判定（市町村）
医師
の意
見書

介護給付を希望する場合

訓練等給付を
希望する場合

二次判定（審査会）

障害程度区分の認定
勘案事項調査項目
○地域生活
○就労

○日中活動

○介護者

○居住

②社会活動や介
護者、居住等の
状況

など

サービスの利用意向の聴取

③サービスの
利用意向

暫定支給決定
訓練・就労評価項目 → 個別支援計画

審査会の意見聴取

④訓練・就労に
関する評価

支給決定

支給決定
①認定調査項目は介護保険の調査項目を８割使用、コンピューターで集計
②アセスメントをする市町村担当職員の力量（障がいをよく知らない人も多い）によって結果が大きく左右する！！
③介護給付の判定に医師の意見書が必要？！
④三障がいを理解してケアマネジメントできる相談事業者の数が絶対的に不足！！

細かくできること、できないこと（障がい程度）を市町村（国）が決めて利用できる福祉
サービスを支給

障がい者は介護と訓練の対象者でしかないの？

○ わーくはうす すてっぷの利用者Ａさんの自己負担の例

①定率負担（施設利用、ヘルパー利用の支援費の１割）
わーくはうす すてっぷを利用(障害程度Ａ) 12,960円
ヘルパーを150時間程度利用
48,000円
合 計
60,960円

40,200円（月額負担上限額）
一般世帯（市町村民税の課税世帯）

②実費負担
わーくはうす すてっぷでの昼食23日 650円×23日＝14,950円

今までは自己負担は
ありませんでした。

一般世帯（市町村民税の課税世帯）

①定率負担と②実費負担の合計

14,950円

55,150円

が１ヶ月の自己負担になります。
利用者負担の発生については月額上限措置などの軽減措置はいくつも考えられましたが、結局、低所得の方
は手許金２５０００円～２８０００円を残して負担金を支払うような仕組みになっている。
障がいのある人の生活費は国が定める最低基準（しかも現在、示されているのは事実上、生活保護以下）に
なってしまうのか！！
詳細な内容は紙面の都合上、今回はこれしか載せられませんでしたが、もっと知りたい！！という方はスタッ
フまで！！詳しい資料をお渡しします。
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テクニカルエイドニュース

やっときた電動車椅子！
黒澤さんが２年半以上にわたって申請を訴え続けてきた身体に合っ
た電動車椅子がようやく交付されました。
カワムラサイクル ＫＥ１５ （定価３７８０００円）です。
３段階のスピードで自由に移動ができる他、手動のリクライニング機
能に加えて電動のティルト機能がついているので座角を保ったま
ま前後に倒せるので、ずっと同じ姿勢をしていて疲れた時など自分
で重心移動をさせることができます。
また今回黒澤さんの身体に合わせて緊張を抜くためにいくつかの特別仕様がほどこされました。
①背中のシートを張り調節機能付きシートの細かな設定（動きやすさに合わせたベルトの位置
調節）ができるものに変更。
②角度をつけて低反発ウレタン（ソフトナース）を使用した特別な座位保持クッションを製作。
③足台の上におく広面積の低反発パット（ソフトナース使用）を製作。
④コントローラーの位置を、手前に移動。
⑤操作レバーの形状を操作しやすいように変更。（特殊プラスチック使用）
この車椅子環境になって、黒澤さんの緊張は格段に改善されました。疲れたときには自由にティルト
機能を使ってリラックスしています。姿勢もよくなり、食事もしやすそうです。操作についてはまだ少
し走行が不安定で、レバーの調節や練習が必要ですが、自由に主体的に移動をしています。
車椅子環境を整えることは利用者の身体状況と生活の質を高める重要な支援だということを改め
て深く理解し、また広く皆さんに知ってもらうことの必要性を感じました。

以前の車いす

現在の車いす

リラックス

W/C（Wheel Chair、車いす）には、ご本人の機能や能力を生かすための工夫が必要です。今回のW/C
は乗れば乗る程、操作すればする程、身体が使いやすくなり緊張も落ちるように仕上がりました。
W/Cの様々な機能や、素材を工夫することで、身体の状態、ADL能力は大きく変化します。W/Cや道
具に仕方なく自分の身体を合わせるのではなく、ADLを拡げるために自分に合った環境づくりに思
い切ってトライすることを黒澤さんは実行してくれています。
作業療法士 北爪
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ご協力ありがとうございました！
収入
支出
すてっぷ後援会 会長 猿木素子 利益

登紀子さんの隣に
いるのはぴいす
の利用者さんとス
タッフです。

8,714,630円
5,657,863円

加藤登紀子コンサート無事終了

3,056,767円

去る７月８日（金）、すてっぷ後援会主催で行われた一大イベント「加藤
登紀子コンサートNow is the time－今があしたと出逢う時－」が感
動のフィナーレとともに無事終了いたしました。１年間におよぶ準備期
間の間、チケットの購入、広告宣伝、当日の会場運営と、多方面の方々
にたくさんのご協力をいただきました。この場を借りて、御礼申し上
げます。本当にありがとうございました。

コンサートボランティアありがとうございます

＊コンサートの収益金は、社会就労センターぴいすの
パン製造設備購入に活用させていただきました。

前橋中央ロータリー、須田栄晋,山崎徹,樺沢淳,大畠良美,丸山,
高橋淳,牛久保貴仁,深田香里,山本有紀子,大谷幸弘,川原創,大
利正樹,浦山良平,酒井俊太,井上洋,加藤友彰,大和田聖子,山口
恵（敬称略、順不同）

後援会費納入ありがとうございます
石田嘉子,茂木節也,今井寿美枝,関口孝夫,田中守,中野正幸,斎
田敦子,斉藤英行,桜井丈示,清水文子,城田幸子,金井克之,石原
謙一,大谷律子,神田和久,栗原文夫,剣持政幸,須田和代,森田房
江,鷲田吉正,阿部郁代,石井康博,久保博,黒沢巻雄,小柏桂子,清
水敏子,宝田好夫,浜名明,山田裕,横倉満,金古道子,鈴木良昭,土
屋次郎,遁所将佳,福田則行・朝子,山田文雄,六本木伸一,池田義
久,今井寿美枝,川面佳之,窪田孝雄,栗原良雄,小寺玲子,中澤梢,
林 亘,宮野洋子,小澤恵子,北澤静乃,木村光子,国友和子,久保
田穣,関健鑑,中島京子,中津山達也,星野知之,堀越久美子,峯岸
千鶴子,宮内正一,鈴木芳雄,高山君代,新井正美,上林久美子,川
口明日香,佐藤佐智子,城田直道,菅原初美,須藤友喜,高木伸之,
滝澤久仁子,都木眞知子,戸所清,町村幸夫,柳澤稔,唐澤隆人,清
水康史,長谷川恒子,茂木隆,片平勉・小夜子,山野内陽子,狩野範
子,坂柳隆司,佐藤かよ子,中島敬一,須藤登喜雄,廣瀬明美,大竹
守夫,遅塚昭彦,駒形臣子,鈴木栄一,多賀谷巳喜夫,塚越久雄,根
本洋子,春島伸一,山本知子,福原悦郎,大塚博,中川葉子,中村紀
雄,野村高昭,松下千恵子・真理子,長居由子,女屋勝枝,女屋常
冶・三重子,木寺哲雄,斉藤寛,高橋厚子,茂木昇・幸子,河合俊一,
久保田照子,関口潔,細野幸恵,森本信江,山口隆志･美由起,飯島
隆光,飯塚好光,上原恵理子,大熊昭二,大畠良美,樺澤孝,小屋た
み子,斉藤直子,猿木素子,善方明子,高橋寿夫,高橋秀夫,松房衣
子,宮内みどり,綿貫由美子,一倉憲一,加藤さゆり,竹内淳一,中
川静子,入間川聡,清水澄治,山岸喜世子,稲森保弘,浦野成章,神
保知子,山本朱実,猪熊一之,黛 薫,常岡裕,村山健児,荒木勝男,

・知的障害者小規模授産施設とらっぱ
・前橋市障害者生活支援センター
・メゾンすてっぷ
・サービスステーションすてっぷ
・サービスステーションほっぷすてっぷ
・ヘルパーステーションすてっぷ
・わーくはうす すてっぷ
・グループホームＲＵＮ
・社会就労センターぴいす

長谷川郁夫,追川裕次,関口則子,佐藤健一,島田良子,伊藤さや
か,小林辰夫,田村皓,新井豊子,糸井徹,奥泉雅夫・浩子,小野木敏
晴,金子登,佐々木尚子,鈴木仁志・拓,住谷れい子,立石幸男,土屋
博正,中島照雄,平井恵治,宮内勝美・けい子,貞安佳代,吉田えみ
子,小板橋弥生,関文江,中山明・さち江,平岩康子,櫻井俊輔,関
孝之,石田正夫,井田保男,大崎健樹,酒井久代,鈴木潔,田島啓史,
中山泰江,丸山良雄,大谷善秋・善二,関口重美,福島忠雄,湯浅久
子,稲村寿一,戸丸とみえ,戸丸史郎,亀井高志,斉藤幸子,西澤幸
子,森川陽一郎,中野恵子,白石春枝,三木袈裟八,（株）スタジオア
ルファ,桐生瓦斯株式会社,堀社会保険労務士事務所,さるきクリ
ニック（敬称略、順不同 2005年9月8日現在）

〒371-0017
〒379-0017
〒371-0004
〒370-3523
〒379-2164
〒379-2164
〒379-2164
〒371-0017
〒371-0032

すてっぷ秋の芋煮会
日時 １０月１０日(月)体育の日
１０：３０～１３：００（雨天決行）
場所

わーくはうす すてっぷ

今年はわーくはうす すてっぷ、とらっぱ、ぴいすの三
施設が参加して、七つの鍋で腕を振るいます！施設毎
の出し物もあります！
恒例の地元の方とのカラオケ、だんべえ踊りもありま
～す。みんな来てね！
前橋市日吉町2－17－10
前橋市日吉町2－17－10
前橋市亀泉町3－83
群馬郡群馬町福島782－1
前橋市東上野町136番地1
前橋市東上野町136番地1
前橋市東上野町136番地1
前橋市日吉町2ー29－4
前橋市若宮町4-2-17

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

027-219-2525
027-236-0001
027-269-7444
027-372-3456
027-290-2240
027-290-2233
027-290-6161
027-234-3321
027-236-0303
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