
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年 年頭所感 

新年あけましておめでとうございます。   

会員の皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えの事と、

お慶び申し上げます。また平素は物心両面においてご協力いた

だいておりますこと、心よりお礼申し上げます。 

 さて、私たちの日ごろから憂鬱になる問題の最たるものは、

車いす駐車場ではないでしょうか。管理の仕方を理解されてい

ない方々が多いと思われます。私が通院している長浜日赤がきれいになり、駐車場

もきれいになりました。ある日、診察も終わり出てきましたら、私の車と隣の車の

間に、軽四が止められておりました。係員に尋ねたところ「自分が止めさせました

」と答えられたときには、この人たちではだめだと痛切に感じました。このことは

長浜日赤だけの問題ではなく、県全体になろうとしています。というのは、パーキ

ング・パーミット制度を試行しようとされています。私たちがどう困るか、試そう

ということなのです。パーキング・パーミット制度というのは、社会的弱者（高齢

者・妊婦・ベビーカー・骨折など一時的障害者等）の方たちも止められる駐車場と

言うことです 

 絶対試行してほしくないと申し入れ、ただしパーキング・パーミットの説明を徹

底し、ダブルスペース（車いすマークの駐車場と、パーキング・パーミットのスペ

ースを作る）ならば仕方がないかなと、県には伝えました 

このように私たちがうっかりしていると、とんでもないことになりかねません。 

 会員の皆様も何か気づかれたら、ぜひご連絡ください。アメリカのように罰則付

きの法律で縛りたくないので難しい問題です。      理事長 四塚 康則 
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１．日 時：平成２４年１１月１３日（火） １８時３０分～２０時３０分  

２．場 所：近江八幡市鷹飼町 80-4 男女共同参画センター 

３．理事数：１３名 

４．出席者：四塚、饗場、木上、太田、山本、谷口、北川、前野、太田（事務局） 

５．議題 

（１）全脊連公益社団法人化に係る代議員選出について 

       代議員選出規定では 30名に一人代議員を選挙で選出するとあり、当支部は 3人の

代議員を選出しなければならない。しかし選挙費用（郵送代等）は、予算立てして

おらずまた補正予算を組み臨時総会開催も日程的厳しく選挙実施が困難な状況であ

る。この旨を全脊連本部に他の選出方法がないか確認する。 

 

    （２）レクレーション ＵＳＪについて 

       ユニバーサルスタジオジャパンのレクレーション予定の１１月１７日（土）は、

週間天気予報で７０％の降水確率になっている。決行するか中止するかの意見を

伺ったところ車いすでの移動の困難さを考えると中止すべきとの意見が多数あり

中止に決定した。 

 

    （３）社会参加促進事業 

       障害者週間に障害者理解のビラ配りの動員依頼があり協力をお願いします。 

         

 

 

 

今年も障害者福祉センターの夏祭り(７月２２日)に参加し、毎

年恒例のやきそばとたこ焼を販売させて頂きました。たこ焼き・

焼きそばともに毎年好評で今回も長蛇の列となり、多くの方から

「うまい」の声を頂きました。おかげさまですべて完売いたしま

した。ありがとうございます。なお、今年の売り上げも復興支援

に募金させて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年度 第 3 回理事会 （役員会）議事録 

福祉センター夏まつり 
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 先日、ピアザ淡海にて第１６回糸賀一雄

記念賞・平成２４年度糸賀一雄記念しが未

来賞の授賞式があり、当協会の前野奨常務

理事が長年の活動を認められ糸賀一雄記

念しが未来賞を受賞されました。おめでと

うございます。この糸賀一雄記念しが未来

賞とは、障害者の基本的人権の尊重を基本

に、生涯を通じて障害者福祉の向上に取り

組まれた故糸賀一雄氏の心を受け継ぎ、障

害者やその家族が安心して生活できる福

祉社会の実現に寄与することを目的とし

て、障害者福祉に関する取組が先進的であ

り、今後の一層の活躍が期待される個人お

よび団体(法人、任意団体を問わない)に対して授与されるものであります。今後一層の活躍を期

待しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

去る１２月９日に兵庫県立障害者スポーツ交流館にて近畿車椅子バスケットボール選手権大会

があり、ＬＡＫＥＳＨＩＧＡバスケットボールクラブが準優勝しました。１Q でリードを許し中

盤で追いつくなど善戦しましたが４ゴール差で敗退しました。惜しくも準優勝でしたが次に繋が

る試合内容で今後の活躍に目が離せません。３月の日本選手権予選優勝に向けて頑張って下さい。 

 

糸賀一雄しが未来賞受賞 

第３５回近畿車椅子バスケットボール選手権大会 
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近畿東海各府県の脊髄損傷者やボランティアが一堂に会し、

重度障害者の社会参加・自立更生と福祉の増進を願い、将来へ

の一層の発展と飛躍を目的に平成２４年９月２２日（土）和歌

山県のプラザホープにおいて近畿東海ブロック会議 和歌山

大会が開催され、各支部から多くの方々が参加しました。開会

宣言・物故者追悼・挨拶に続き和歌山県立医科大学付属病院リ

ハビリテーション科教授の田島文博先生から「脊髄損傷者慢性期の健康維持」について講演があ

りました。 昼食のあと本会議が始まり、本部からの全国総会富

山県大会への参加要請、ピアサポートモデル事業の実践について、

支部の公益法人適合に向けての支援策について話がありました。

各支部からは、ユニバーサルとバリアフリーの区別、災害時にお

ける避難所等の現地調査、自治体による地域生活支援事業の格差解消、リハビリ診療報酬引き上

げ、介護保険原則優先の廃止、車いす駐車場の使用基準の明確化、訪問看護制度の利用、脊髄損

傷者のための安心できる医療制度の確保等の議題に対し熱心な討議が繰り広げられました。 
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この事業は滋賀県立リハビリテーションセンター

との共同事業であり、今年は脊髄損傷の方のための

体験・学習会として３回の学習会と外出・宿泊体験

が行われ、当事者や家族、福祉・医療関係従事者な

ど多数のご参加を頂きました。第１回では、排尿・

排泄や泌尿器合併症について学習会が行われ、その

後Ｔ.Ｒ.Ｙ.代表取締役である鳳崎泰冶氏による起

業までの経験をお話して頂きました。第 2 回では、

不良姿勢や床ずれを予防するために車いす業者数社にプレゼンをして頂きました。第３回では生

活習慣病やメタボについて滋賀医科大学の喜多義邦氏に講義して頂きました。その後福祉センタ

ーのスポーツを体験して頂きました。また外出体験では、公共交通機関で京都水族館に行きまし

た。参加された方にとっては、生活の実態を感じられる良い機会になりました。 

 

 

 

 

１２月３日〜１２月９日の｢障害者週間｣を啓発する為に、１１月から１２月にかけて県内３１カ

所で啓発キャンペーンを行いました。このキャンペーンは県内の障害者関係２０団体で構成する

障害者社会参加推進協議会が主催で行われ、当協会からも参加させて頂きました。延べ５５０人

が啓発チラシとポケットティシュを配布し、多くの県民に障害者週間について知ってもらえたと

思います。 

脊髄損傷者の自立支援生活促進に向けた集中支援事業 

 

 

｢障害者週間｣ 啓発キャンペーン 
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◇◇◇ 食いしん坊のいちおし ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

今回のいちおしは、事務所の隣にあるスマイルフレンズ御用達のケー

キのお店、イカリヤスイーツを紹介します。イカリヤスイーツはフラン

ス帰りのパティシェ達が提案する子供から大人まで楽しめるネオフラ

ンス菓子屋です。おしゃれな店内と宝石のようなケーキは見ているだけ

でも楽しくなります。また３日前までに予約して頂いたら、オリジナル

ケーキも作ってもらえますので、大切な記念日などにオススメです。も

ちろん味は申し分ありません。 

 

所在地 滋賀県草津市草津 3-14-44 木村ビル 1F 

連絡先 ０７７－５６６－５３１４ 

営業時間 午前１０時～午後７時 

定休日 月曜日 

HP http://ikariya-sweets.com 

駐車場 有り(２、３台) 

 

 

 ◇スマイルフレンズのとりあえず○○  今回のテーマは来年の目標・抱負です 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

スマイルフレンズコーナー 

運動不足な私の来年の目標は部屋(１３階)迄、階

段を使って行く事です。今は５階迄行くのがやっ

とですが、この鈍い体とさようならをして身軽な

ヘルパーを目指したいと思います。 

By 雪ダルマ 

いろいろな事務仕事や流れを覚える。事務を能率

的に楽にする。  By＠ゲーム好き 

２月でヘルパーデビューして１年になりますが

まだ一人前では無いので、来年こそ一人前になれ

るよう努力します。 Byグラスハート 
明るく元気に相変わらずのマイペースでぼちぼ

ちと・・・       by あずきちゃん 

－６－ 
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沢山の人との出会いを増やし、趣味の釣りでは沢

山の魚との出会いを増やし、たった一人の大事な

人と出会いたい(もしかしたら人魚になるかもし

れませんが・・・)   By 孤独王もっち～ 

今年こそ脱メタボ！脂肪燃焼で発電するぞ。これ

で環境もからだもエコ？   By湖賊王サム 

一年一ヶ月一日が嵐のように過ぎていく毎日で

すが、そんなスピードに負けない体力作りが必要

ですね。今年は風邪を引かない体調管理、運動を

少しずつでもやっていこうと思います 

By マロンポテト 

人との関わりを大事にし、世界平和のため 

love＆peace を心掛けます。           

By まなみーる 



 
 
 
 

◇障害者虐待防止法が施行されました 

障害者を虐待から守り、養護者に必要な支援を行うために平成 24年 10月 1日に「障害者虐待防止法」

が施行されました。 

 

○目 的  

障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害

者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等

の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援

のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進

し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。 

 

○定 義 

１ ｢障害者｣とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会

的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 

２ ｢障害者虐待｣とは、①養護者による障害者虐待、②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、③

使用者による障害者虐待をいう。 

３ 障害者虐待の類型は、①身体的虐待、②ネグレクト、③心理的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待 

 

○虐待防止施策 

１ 何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障害者

虐待の早期発見の努力義務規定を置く。 

２ 障害者虐待防止等に係る具体的スキームを定める。 

３ 就学する障害者、保育所等に通う障害者及び医療機関を利用する障害者に対する虐待への対応につ

いて、その防止等のための措置の実施を学校の長、保育所等の長及び医療機関の管理者に義務付け

る。 

※詳しくは厚生労働省ホームページの下記アドレスにて 
   http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/ 
 

 ○虐待の例 

身体的虐待 

平手打ちする，殴る，蹴る，壁に叩きつける，つねる，無理やり食べ物や飲み物を口に入れる，やけど，打撲

させる，身体拘束（柱やイス，ベッドに縛り付ける，医療的必要性に基づかない投薬によって動きを抑制する，

ミトンやつなぎ服を着せる，部屋に閉じ込める，施設側の管理の都合で睡眠薬を服用させるなど） など 

性的虐待 
性交，性器への接触，性的行為を強要する，裸にする，キスする，本人の前でわいせつな言葉を発するまたは

会話する，わいせつな映像を見せる など 

心理的虐待 
障害者を侮辱する言葉を浴びせる，怒鳴る，ののしる，悪口を言う，仲間に入れない，子ども扱い

する，人格をおとしめるような扱いをする，話しかけているのに意図的に無視する など 

放棄・放任 

食事や水分を十分に与えない，食事の著しい偏りによって栄養状態が悪化している，あまり入浴さ

せない，汚れた服を着させ続ける，排泄の介助をしない，髪や爪が伸び放題，室内の掃除をしない，

ごみを放置したままにしてあるなど劣悪な住環境の中で生活させる，病気やけがをしても受診させ

ない，学校に行かせない，必要な福祉サービスを受けさせない・制限する，同居人による身体的虐

待や性的虐待，心理的虐待を放置する など 

経済的虐待 
年金や賃金を渡さない，本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する，日常生活に必要な金銭

を渡さない・使わせない，本人の同意なしに年金等を管理して渡さない など 
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 ・オーダーメイドの車椅子 

・バリアフリー住宅改修 

      ・福祉用具販売・レンタル 

      ・車椅子の修理・修繕 

      タイヤ交換や消耗品の取替えも行います 

☆ あなたのご希望の車椅子 

  ミキ・マツナガ・ティグ・ＯＸ 

ニッシン（多数取り揃え） 

採寸いたします。 

☆ あなたのご要望にお応えする住宅 

造り(快適リフォーム) ご相談ください。 

☆ あなたの希望を叶える福祉用具 

  （補装具、日常生活用具給付対応） 

日常生活用具費で購入できるもの 

  ・便座パッド  ・特殊寝台  ・特殊マット 

  ・移動用リフト ・住宅改修をしないスロープ 

・火災報知器  ・自動消火器 ・杖        

   ・居宅生活動作補助用具（住改） 原則１割負担 

    （ただし、市町によって出来ないところ有り）  まずは、お電話ください。ご相談にのります。 

 ご用命は当店へ!!   滋賀県脊髄損傷者協会会員の山戸が承ります  

    

（有) 滋 賀 興 業 
〒520-3113 滋賀県湖南市石部北３丁目 1－18（国道１号線沿い ペプシコーラ隣） 

ＴＥＬ 0748-77-2556 

ＦＡＸ 0748-77-2558 

 

 

 

トイレリフォーム例 


	◇障害者虐待防止法が施行されました
	障害者を虐待から守り、養護者に必要な支援を行うために平成24年10月1日に「障害者虐待防止法」が施行されました。

