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就労支援センター火災事故
4 月 24 日午後３時３０分過ぎに火災が発生し、多くの方にご心配と
ご迷惑をおかけしましたことをここに深く陳謝申し上げます。
翌日の警察署と消防署の事故調査の結果、漏電による火災であろうとい
うことでした。平成 17 年に建てたばかりで、１昨年に改修工事で工事
したばかりの建物だった油断があったのかもしれません。事故はいつ起
こるかわからないのだとつくづく感じた次第です。
いろんなものが焼けてしまいました。
多くの皆様より励ましのお言葉を頂きました。何を手を付ければ良いのかわからない状態ですが、皆さんから
元気を頂いています。昨年中は、皆様のご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございました。

片づけ作業！

4 月 25 日

でした。

今日もボランティアの方々がお手伝いに来て頂き、 正確に言うと廃
片付け作業を手伝って頂きました！いろんな物が焼

油が入っていた

けていました。パソコン関係などの機械やキャビネ

空き缶の一斗缶

ット、応接セットももう使いようがありません。

が、別棟で、も

焼け残った資材は、資源ごみとして回収して頂ける

うひとつ焼けた

分は何とか回収して頂きました。少しでもお金にな

車庫の中に格納

れば助かります。仲間達には、企業に出すはずだっ

されておりまし

た箱が焼失してしまいましたので、ご迷惑をおかけ

た。

しないようにと頑張って箱折作業をして頂いていま

熊本日日新聞社のお話を聞いて、警察署に確認しま

す。いろんな作業所の方からも応援を頂き、何とか、

したが、廃油はなかったし、そんな事を発表してい

期日までに納める事ができました。

ないという事でした。

本当にありがとうございます。

どこでこのような報道になったかはわかりませんが、

心水堂さまや宮田さんなど多くの方から差し入れも

ご心配されている方もおられると思いますので、ご

頂きました。差し入れを頂き、みんな元気になりま

報告いたします。

した。ありがとうございます！

解体工事終了

新聞情報について

やっと焼失した建物の取り壊し工事が終わりました。

４月 25 日の熊本日日新聞には、写真のように掲載さ

本日は重機が入って基礎の部分の工事をして頂いた

れましたが、ここに掲載されてある建物のなかに廃

ところです。

油等はおいてありませんでしたので、ここにご説明

熊本市と相談をしなが

させて頂きます。新聞社には内容が違う旨のご説明

ら新しい建物建築に向

をしましたが、警察署から聞いた情報で、大枠的に

けて取り組みをはじめ

は間違いがないというご説明でした。今回の被害に

ます！

なった建物は、車庫と鉄骨平屋のプレハブです。鉄

更に良いものになるよ

骨プレハブの平屋は、訪問介護事業所と相談室、会

うしっかりと頑張って

議室があったのですが、そこには廃油はありません

いきたいと思います！

5 月 11 日

障害者自立支援法違憲訴訟原告団要請文…

平成 24 年 4 月 6 日に 元総合福祉部会長 佐藤久雄

障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と障害者

さんが作成した「障害者総合福祉法の骨格提言」と

自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会が

「障害者総合支援法案」の比較表では、法の目的で

「基本合意」を守り「骨格提言」を尊重するため徹

は、不十分ながら骨格提言を散りいれている事項と

底審議を求める要請文を国会議員の皆さんに出しま

しているものの、検討されているが、その内容が不

した。

明確又はきわめて不十分な事項が 21 か所、まったく
触れていない事項が 38 か所となっています。

「障害者総合支援法案」は、民主党と自民党、公明

何のために、障がい者制度改革推進会議の総合福祉

党の３党が修正法案をまとめ、本日中にも衆議院厚

部会構成員 55 名が作ってきたのか？

生労働委員会で趣旨説明がおこなわれ、連休前にも
強引に可決・成立の方向と報道されています。しか

和解合意文書の中の「障害者自立支援法制定の総括

し、法案は、廃止すべき障害者自立支援法の「上塗

と反省」においては、国（厚生労働省）は、障害者

り」にすぎない一部「改正」法案です。国は公文書

自立支援法を、立法過程において十分な実態調査の

で、
「（自立支援法を）廃止し新たな総合福祉法制を

実施や、障害者の意見を十分に踏まえることなく、

実施する」とした「基本合意」を交わし、司法決着

拙速に制度を施行するとともに、応益負担（定率負

しました。ところが、法案は、これを一方的にくつ

担）の導入等を行ったことにより、障害者、家族、

がえし、反故にしようとするものです。法治国家と

関係者に対する多大な混乱と生活への悪影響を招き、

してあってはならないことです。

障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対

私たちはこれを断じて認めることはできません。

し、原告らをはじめとする障害者及びその家族に心

国は、約束した「基本合意」を破ることなく、自立

から反省の意を表明するとともに、この反省を踏ま

支援法を廃止する責務があります。

え、今後の施策の立案・実施に当たる。としており

また、障がい者制度改革推進会議の総合福祉部会

ますが、このままだと結局、当事者の意見や十分な

構成員５５名全員がひとつになってまとめた「骨格

検証を無視した形での法案となってしまいます。

提言」を、「棚上げ」
「先送り」するのではなく、誠

上記を踏まえて、私たちは何をしなければならない

実に尊重して法案に反映されるよう、公聴会の開催

か！何ができるのか？一緒に考えていかねばなりま

を含め、時間をかけた徹底審議がなされるべきです。

せんね。

この間の動きに対して、多くの地方紙は、社説等
で政府の動向をきびしく批判しています。各地方自

地域の NPO として、障がい者作業所としては、作業

治体では、骨格提言にもとづいた「総合福祉法」実

所で働いている仲間と家族、そしてグループホーム

現を求める決議があいついで採択されています（４

で生活している仲間たちと一緒に今後も運動を続け

月 16 日現在、186 自治体）
。国会議員のみなさんに

ていかねばならないと思います。

おかれましては、ぜひ、つぎのことにご尽力くださ

これは、作業所やグループホーム、訪問介護事業所

いますよう、心から要請いたします。

で働いている職員の問題でもあります。

1)「尊厳を深く傷つけた」応益負担は完全になくな

また、その実現を目指すためには、地域の NPO との

っていません。国が「基本合意」で交わしたように、

連携も必要ですし、全国組織との連携も必要になっ

障害者自立支援法は廃止してください。そのために

てきます。

も法の廃止条項を明記してください。

今後ともご協力お願い申し上げます。

2)新法は、総合福祉部会がまとめた「骨格提言」を

そして、本当の意味での社会保障と権利を求めて一

反映したものとしてください。

緒に頑張っていきましょう！

3)国会審議にあたっては、「基本合意」を守り、「骨
格提言」を尊重するため、参考人招致や公聴会を開
催するなど徹底した審議を行ってください。

農芸班から

エンドウの収穫

夏の足音が聞こえて来る

エンドウの収穫をしました！

季節になりました。

久々の収穫で嬉しかったです。

いよいよ畑も農繁期に入

これから農繁期になっていくの

り忙しくなってきました。

で忙しくなりそうです。

だんだんと畑の面積も広

エンドウは、はたけまるごとマ

がり、山も借りられる様に

ーケットで販売しています！

なりました。色々な方々の

新しい仕事

おかげです。

田上樹楽園様から頂いている

僕は人の多い所が大の苦手ですので植物と触れ合っ

お仕事…

ていなければ精神が安定しません。一時期、農業か

花の水やりなどの管理業務で

ら離れていた時期がありましたが、もぬけの殻みた

す。1 か月前までは、花も咲い

いになっていました。かといって、休みも取らず頑

ていませんでしたが、とても綺

張り過ぎるとダウンしてしまうので、ちゃんと休ん

麗な花を咲かせてくれました。

でいます。完全にウツが治っていればよいのですが、

花いっぱいの就労支援センタ

やはり無理をすると影響が出る様です。

ーくまもと(*^_^*)

まるですべてが無意味かの様な虚無感に襲われる時

お花がみんなの心を癒してく

があります。そんな時は何も考えず草取りをするし

れています。

かありません。いつの間にやら忘れる様にしていま

花畑公園での植え付け作業

す。それと見る角度を変えて「あぁ光は有り難いな

今日も、田上樹楽園様のお仕事で、公園管理（花畑

ぁ」
「空気は有り難いなぁ」
「息ができて有り難いな

公園の花の植え付け）の仕事をさせていただきまし

ぁ」と思う様にしています。

た。

なかなか人間は、今の現状が、当たり前になると感

たくさんの方に声をかけていただき、ありがとうご

謝できなくなる様です。

ざいました。花は、人の心をオープンにする何かを

失って気づく事の方が多い様な気がします。

持っているようです。

ちょうど就労支援センターくまもとも半分近く燃え

熊本市居宅介護・重度訪問介護事業所総会

てしまって、当たり前が当たり前じゃなかった事に

熊本市居宅介護・重度訪問介護事業所ネットワーク

気づくチャンスをもらっています。

会の定期総会が熊本市大江にあるウェルパルくまも

なかなか経験しようと思ってもできる事じゃありま

とで開催しました。

せん。

昨年行われた研修事業や合同面接会等の事業報告。

油断という名の水面下でうごめくトラブルをいかに

熊本市との意見交換会や事業所間の連携を図る為に

回避するかは、冷静な注意力が必要だと思います。

行っている情報交流事業の説明を行いながら、定例

小さな芽のうちに摘み取れば良いのですが、なかな

会への参加が呼び掛けられました。

か見過ごしてしまうものです。

収支決算、監査報告が行われた後、今年度の事業計

願わくば二の轍をふまぬ様、

画と収支予算について原案とおり可決承認されまし

意志力を付けたいものです。

た。次期役員として、福島が代表を務める事になり

お見舞いに来ていただいた

ました。微力ながら、事業所間の交流と、訪問介護

みなさま、ありがとうござ

員の質の向上に繋がる研修などを今期も継続して実

いました。

施していきたいと思います。皆様のご協力お願いし

5 月 10 日

5 月 21～22 日

ます。
総会後は研修会を開催しました。今回は、ピネル記
念病院の精神保健福祉士の本田誠氏を講師（次頁へ）

（つづき） としてお招きし、
「利用者とのコミュニ

害者総合支援法は衆議院を通過し参議院にて審議が

ケーションの取り方」について、お話をしていただ

なされようとしていますが、障害者自立支援法を改

きました。

正したにすぎない同法案について、更なる地域での

今回は 34 名の方が参加して頂きました。

活動を呼び掛けられました。

統合失調症の方の症状をつうじて、その方を知るこ

生憎の雨でしたが、たくさんの事業所からの参加が

とからのヘルパーとしての支援のあり方を学ぶ事が

あり、就労支援センターくまもと、グループホーム

できました。

親和荘から参加したメンバーにとっても有意義な一

支援の押し付けをしていないか？→一歩引く事の大

日となったことでしょう！

切さ。その中で、
「褒める事から生まれる事もある」

また、きょうされん全国の理事の皆様より就労支援

「難しい中にやりがいがある。
」

センターくまもとに支援金を頂きました。今回の火

訪問介護員として学びのある研修会となりました。

災事故に関しての支援金です。小野浩常任理事より、
贈呈頂きました。ありがとうございます！

きょうされん熊本支部第 12 回定期総会

約 1 ヶ月が経過し、事務所の後片付けも進んできま

きょうされん熊本支部第 12 回定期総会が宇城市ウ

した。仲間たちも環境に慣れてきていただいたよう

ィング松橋にて開催されました。

で、落ち着いた仕事ができるようになりました。今

2011 年度の総括及び 2012

後は事務所建築に向けた動きをしていかねばなりま

年度の活動方針では、東日本大震災復興支援として

せんが、トイレに困っている方も多いので、早めに

の活動や現在の情勢や運動についての報告、ＫＤＦ

トイレ整備にかかりたいと計画しているところです。

の中の一員としてのきょうされん熊本支部の働き、

この度の火災事故を通じて本当に仲間たちの温かい

学習会について報告がありました。その中で、各事

愛情をいっぱい頂きました。今後も一生懸命頑張っ

業における本年度の事業方針が決議されました。そ

てまいります。よろしくお願いします！

第１号議案、
第３号議案

の後、第２号議案

決算報告及び監査報告、第４号

議案予算案、役員が決議されました。
つばさ会役員として、就労支援センターくまもとか
らは５名の方が選出されました。皆さんのご活躍に
期待しています。
昼食の後は、みのりさんによるパフォーマンスショ
ー！シャイニングマンも登場し、みんなでダンスを
楽しみました。壇上のみのりのみなさんに負けない
くらい、就労支援センターくまもと・グループホー
ム親和荘のメンバーもノリノリで（観客席で）踊り
ました！

編集後記

第２部の「障害者自立支援法の廃止と新法のゆくえ」

火災事故の後、作業する場所が狭くなってしまった

～世界の水準にかなった制度をつくるために～

め、近くの下硯川に場所をお借りして、分場作業場

小野浩

にて箱折作業やシール貼り作業

きょうされん常任理事、元内閣府・障害者

制度改革推進会議総合福祉部会構成員の基調講演で

などのお仕事をしています。

は、今までの経緯と骨格提言の目指す新法について

皆さんの様子を見に行ったとこ

詳しくご説明をして頂きました。その中で社会モデ

ろ、みんな笑顔で迎えてくれま

ルにおけるニーズ評価の手法として、ニュージラン

した。空調関係がないので、夏

ドの取り組みを通じてご紹介があり、あいかわらず

場に向けて空調設備の整備が必

医学モデルによる 106 項目の障害程度区分調査の在

要です。つけるいい機会になっ

り方についての問題点を指摘されました。現在、障

たと思います。

