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障害者差別解消法の見直しについての要望

1. 差別の定義・概念について

○差別の定義・概念を明確化を図ることにより、実効性のあるものにするべき。

○反対解釈の濫用など恣意的な解釈を防ぐための基本方針やガイドラインの策定・

運用も並行して行なうべき。

2. 合理的配慮の提供を促す環境整備の在り方について

○合理的配慮の適用については、当事者およびその家族の完全参加と同意を条件と

するべき。

○合理的配慮は、当事者の個別ニードをもとに規定されるものであって、前例がな

いことなどを理由にして一律に上限や制限を設けるべきではない。

○行政機関における合理的配慮は、民間事業主におけるそれと比べるとより高い次

元のものが保証されるべき。

○均衡を失した又は過重な負担を理由にして合理的配慮の提供を拒む場合には、当

事者およびその家族の求めに応じて、書面にてその理由と根拠等を開示すべき。

3. 事業者による合理的配慮の提供について

○障害者雇用促進法においては、民間事業主に対する合理的配慮の提供はすでに法

的義務となっている。障害者差別解消法においても、民間事業主に対する合理的配

慮の提供を法的義務とするべき。

4. 相談・紛争解決の体制整備について

○相談窓口を明確化・ワンストップ化すべき。

○第三者機関による調整・助言・指導や不服申立て等の救済制度を確保すべき。

5. 障害者差別解消支援地域協議会について

○地域協議会を活性化するための情報やノウハウの提供を行なうべき。

以上



小児慢性特定疾病医療費の
見直しに向けて

認定NPO法人
難病のこども支援全国ネットワーク

福島　慎吾



子どもの難病

 子どもの難病は700種類を超え全国で25万人以上の子どもが
難病とともに暮らしているといわれています。

 しかし一口に難病や慢性疾病といっても、実は、それは医学的
に明確に定義されたものではありません。

 本日は、必要な医療を受けながら、先天性や慢性の疾病によっ
て社会生活上、何らかの活動制限や参加制約が存在している
状態を含めて「難病」と定義します。



子どもの難病をとりまく状況

 患者数が少ないため、病気の周知や診断が遅れたり、治療法が未確立だっ
たり、薬の開発が遅れがち。

 どんな重い病気や障害があっても子どもは必ず成長、発達するため、保育や
学校教育、病院の選択、思春期の問題など、年齢に応じた対応が必要。

 親が若いために経済的な負担が大きい。

 きょうだいに対する配慮やケアが必要。

 先天性や遺伝性の疾病なども多く、偏見や誤解によって傷つく子どもや家
族が少なくない。

 このほかにも様々な困難があって、これらをひとつの家族だけで乗り越える
のは難しい。



縦割りの公的な支援

指定難病（難病法）
56疾病→110→306→330→331→333疾病

小児慢性特定疾病（児童福祉法）
514疾病（ほか2包括疾病）→704（ほか56）
→722（ほか56）→756（ほか56）→762疾病（ほか56）

障害福祉サービス（障害者総合支援法）
130疾病→151→332→358→359疾病



小児慢性特定疾病

 1974年より補助金事業として医療費助成がはじまる。

 2005年には児童福祉法に基づく法律補助事業となる。
自己負担が導入された代わりに、対象疾病の拡大や、すべての
疾患群において入院・通院の区別なく医療費助成の対象となっ
たほか、日常生活用具の給付やピアカウンセリングなどの福祉
サービスもそのメニューに加わった。

 2015年には消費税財源をもとに、指定難病と歩調を合わせて
義務的経費化された。小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
がはじまった。



新たな小児慢性特定疾病

 よくなった点
財源的に安定的な制度となった。
対象疾患が増えた。
自己負担の割合が3割→2割となった。
入通院の区別なく、複数の医療機関の自己負担を合算できるようにな
った。
自立支援事業がはじまった。

 悪くなった点
生活保護世帯を除く、低所得者にも自己負担が求められるようになっ
た。
入院時の食費負担が求められるようになった。
重症患者にも一定の負担が求められるようになった。



残されている問題

 20歳で切れてしまう小児慢性特定疾病のトランジション
 原因究明と治療法の研究開発
 役に立つデータベースの構築
 低所得者に対する自己負担
 長期にわたる入院時における食費負担
 遠隔地にある専門医にかかる際に生じる交通費や家族の
宿泊費など医療費以外の負担



残されている問題

 疾病名による括りと制度の谷間
 乳幼児・子ども医療費や重度心身障害児・者医療費など、
地方自治体独自の医療費助成制度との関係整理

 申請手続きの簡素化
 実施主体による地域格差
自立支援事業（とくに任意事業）への取り組みの温度差
都道府県と、政令市あるいは中核市等との連携不足



では、どうすればよいのか

 子どもから大人への切れ目のない支援を実現するための、トラン
ジション問題の解決が必要。

 疾病名による括りだけではなく、難病や慢性疾病による活動制限
や参加制約を包含する新たな障害の認定という視点が必要。

 医療、保健、教育、福祉といった縦割りの枠組みを超えた総合的か
つ横断的な自立支援や自己決定力支援が必要。

 個別支援としては、医療的ケアのある子どもへの支援、通常の学
級に在籍する子どもたちへの支援、包括的な家族支援、移行期支
援がとくに必要。



附帯決議の重み

2014年5月20日

参議院厚生労働委員会

 小児慢性特定疾病の選定にあたっては、疾病数の上限を設けるこ
となく、医学、医療の進歩等を踏まえて、類縁疾患も含め、対象とす
ること。

 自立支援事業の実施にあたっては、とくに任意事業について、地
域間格差につながらないよう、十分に配慮すること。



附帯決議の重み

 成人しても切れ目のない医療・自立支援が受けられるよう、指定難病
の拡大や自立支援事業の取組促進を図ること。成人後の継続した医
療や成人に対する各種自立支援との連携強化に取り組み、確立を図
ること。

 治療法確立のための原因究明、研究開発に万全を期すこと。すでに
薬事承認、保険収載されている医薬品については、その効能・効果の
追加を積極的に検討すること。

 児童の健全育成の理念のもと、長期入院児童等に対する学習支援
を含めた平等な教育機会の確保など、社会参加のための施策を早
急・確実に講じること。その家族に対する支援施策を充実すること。



成育基本法（2019年12月1日施行）
成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を

切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律

 子どもの権利条約の精神にのっとり、成育医療等（※）の提供
に関する施策について、基本理念を定め、国・地方公共団体・保
護者・医療関係者らの責務などを明らかにし、成育医療等基本
方針の策定について定め、成育過程にある者・その保護者・妊
産婦に対し必要な成育医療等（※）を切れ目なく提供するため
の施策を総合的に推進することを目的とする。

※　成育医療等…妊娠・出産・育児に関する問題、成育過程の各段階において生ずる心身の健
康に関する問題等を包括的に捉えて適切に対応する医療と保健、これらに密接に関連する教
育、福祉などに係るサービス。



令和３年度障害福祉サービス等報酬改定
に関する意見等
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１．設立年月日：1998年2月1日

２．活動目的及び主な活動内容：
　

　難病や慢性疾病、障害のある子どもの親たちと、小児科医を中心にした医療関係者が集

まって活動が始まった。病気や障害のある子どもと家族、ならびにこれらを支援する人々を

対象にして、ときのニーズに応じながら、相談活動・交流活動・啓発活動と情報提供を行っ

てきた。

   【主な活動内容】
     ・ 相談活動（電話相談室、遺伝相談、ピアサポート）
     “ ”・ 交流活動（サマーキャンプ がんばれ共和国 、親の会連絡会、サンタクロース病院訪

問）

     ・ 啓発活動（こどもの難病シンポジウム、病弱教育セミナー、自立支援員研修会）
     ・ 東京都委託小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
     “ ”   ・ レスパイト施設 あおぞら共和国 の建国と運営 など

３．親の会連絡会参加団体数:64団体（2020年6月時点）

４．会員数：778名（2020年6月時点）

５．法人代表：　会長　岡　　明

認定NPO法人難病のこども支援全国ネットワークの概要



令和３年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（概要）

（1）医療的ケアのある子どもへの支援について
 ・ 障害福祉サービスに訪問看護を新たに位置付け、現在、必要な障害福祉制度の利用に結びついてい
ない医療依存度の高い利用者への支援を確保する必要がある。（視点1）
 ・ いわゆる〝歩ける医療的ケア児〟への障害福祉サービスの利用促進を図る観点や、有効かつきめ細や
かな加算が必要。（視点2）

（2）通常の学級に在籍する子どもたちへの支援について
・ 特別支援教育支援員（介助員）制度だけでは、多様な子どものニーズや校外学習などに対応しきれな

いこともしばしば。いわゆる〝居宅しばり〟をなくし、学校内、宿泊をともなう修学旅行や林間学校などを含

む校外学習時においても、補完的に障害福祉サービスの居宅介護や重度訪問介護、医療保険による訪

問看護を利用できるようにすべき。（視点1）
 ・ 通学や移動が保証されなければ、教育機会を保証することにはならない。学校への登下校時において
も、重度訪問介護や移動支援を利用できるようにするべき。また、ヘルパー自身が運転する車による通学

支援も必要。（視点1）

（3）家族支援の必要性とその充実について
 ・ ピアサポートや親の会など当事者による体験的知識を活かした相談支援に重点化した、報酬の改定が
必要。（視点1、3）
 ・ 医療型短期入所サービスなどレスパイトやショートステイのサービス拠点の確保、およびその報酬を現
状の1.5倍程度の水準に引き上げること。医療的ケア児とその家族を対象とした、有効かつきめ細やかな
加算が必要。（視点4）



（1）医療的ケアのある子どもへの支援について
 【意見・提案を行う背景、論拠】
  ・ たんの吸引、経管栄養、導尿などの、いわゆる医療的ケアの必要な子どもたちが医療機関を退院し、
在宅へ移行するケースが増えているが、現行の障害福祉サービス、とくに居宅系サービスには、医療に分

類されている行為を必要としている子どもが使うことのできるサービスが制度上存在せず、これは日常生

活において介護者たる家族の大きな負担となっている。

  ・ 医療的ケアがあるため、幼稚園や保育所、学校への受入れに制約が生じたり、集団活動や学習活動
等から排除されたりする例は、いまでも枚挙に暇がない。

  ・ 難病や慢性疾病を原因とする障害については、医療と福祉を切り離して考えることが難しく、医療保険
制度と障害福祉サービスの谷間を作らない制度の構築が必要。

  ・ 子どもに対する訪問看護は、医療保険制度のひとつとして実施されているが、診療報酬上の制約が多
く長時間や頻回の利用は難しいのが現状。

 【意見・提案の内容】
  ・ 障害福祉サービスに訪問看護を新たに位置付け、現在、必要な障害福祉制度の利用に結びついてい
ない医療依存度の高い利用者への支援を確保する必要がある。（視点1）
 ・ いわゆる〝歩ける医療的ケア児〟への障害福祉サービスの利用促進を図る観点や、有効かつきめ細や

かな加算が必要。（視点2）

令和３年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）



（2）通常の学級に在籍する子どもたちへの支援について

 【意見・提案を行う背景、論拠】

  ・ 特別支援学校における基礎的環境整備との差を埋めるための合理的な配慮の提供が不可欠。とくに

通常の学級においては、親の付き添いを強要されたり、修学旅行に連れて行ってもらえないなどの差別

事例がいまだに聞こえてくる。

 ・ 学校は子どもたちにとって、将来の自律（autonomy）を見据え、社会性を身につける重要な場である。

【意見・提案の内容】

 ・ 特別支援教育支援員（介助員）制度だけでは、多様な子どものニーズや校外学習などに対応しきれな

いこともしばしば。いわゆる〝居宅しばり〟をなくし、学校内、宿泊をともなう修学旅行や林間学校などを含

む校外学習時においても、補完的に障害福祉サービスの居宅介護や重度訪問介護、医療保険による訪

問看護を利用できるようにすべき。（視点1）

  ・ 通学や移動が保証されなければ、教育機会を保証することにはならない。学校への登下校時において

も、重度訪問介護や移動支援を利用できるようにするべき。また、ヘルパー自身が運転する車による通学

支援も必要。（視点1）

令和３年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）



（3）家族支援の必要性とその充実について
 【意見・提案を行う背景、論拠】
  ・ 難病や慢性疾病、障害のある子どもの子育ては、保育や学校教育、そして就労という子どもの成長・発
達・自立のライフステージにおいて、親自身による体験的知識だけでは解決することの困難なことに向き

合わなければならないことも多く、ライフスタイルの大幅な変更や、自己実現をあきらめざるを得ないなど

家族全体に大きな影響を及ぼす。

  ・ 家族による丸抱えの生活は、子どもの発達や成長にも大きな影響を与えるため、その自律や社会参加
の制約要因となっていることにも目を向ける必要がある。

  ・ 難病や慢性疾病、障害のある子ども本人への支援に加えて、その親やきょうだいをも含めた包括的な
家族支援が必要。

  ・ 今般のコロナ禍において、医療的ケア児のケアを全般的に担っている家族から、自身が感染症に罹患
した際や災害時の、子どもの預け先に関する大きな不安が多数寄せられている。

 ・ 緊急時においては、専門性よりも、利用者と支援者のふだんの関係性がものを言う。

【意見・提案の内容】

 ・ ピアサポートや親の会など当事者による体験的知識を活かした相談支援に重点化した、報酬の改定

が必要。（視点1、3）
・ 医療型短期入所サービスなどレスパイトやショートステイのサービス拠点の確保、およびその報酬を現

状の1.5倍程度の水準に引き上げること。医療的ケア児とその家族を対象とした、有効かつきめ細やかな
加算が必要。（視点4）

令和３年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（詳細版）



　（参考資料）

（1）　「医療的ケア児に対する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携に関する研究（田村班）」報告

　　　（2018年度厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業）

○　医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、NICU等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用

　　し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のこと。

○　全国の医療的ケア児は約1.9万人〈推計〉



 



令和 2 年 11 月 30 日 

立憲民主党 枝野幸男代表、福山哲郎幹事長 殿 
立憲民主党つながる本部 並びに障がい・難病 PT  山花郁夫座長 並びに各位 

 

政策要望書 
コロナ禍でも安心して住み続けられる社会の実現を 

（誰もが住み慣れた地域で暮らす、インクルーシブな社会へ） 
 

特定非営利活動法人日本アビリティーズ協会 会長 
      （一社）障害者の差別の禁止・解消を推進する全国ネットワーク 会長 

元内閣府障害者政策委員会差別禁止部会 副部会長 

伊 東 弘 泰 

 

 
 昨年に引き続き、御党の政策立案に向けた団体アピールの時間を頂戴致し、心より感謝申し上げ
ます。以下の通り要望を提出させて頂きますとともに、これに至る背景としてのご挨拶を書き添え
させて頂きます。何卒ご検討賜れますようお願い申し上げます。 
 

一、 包括的感染予防対応加算（仮称）の創設を 

 平成 24 年度の診療報酬の改定により、医療機関における『感染防止対策加算』が創設され、医療
機関での感染防止に大きく寄与してきました。これは、主に専門家チームの創設と職員への教育活
動が中心でした。しかし、新型コロナウイルスという未知の感染症は、複数の医療機関においてク
ラスターが発生したことからも、決して万全ではないことを表しています。 
 一方で、障がい者施設や介護保険施設においては、感染防止に関するマニュアル化や施設内研修
実施の指導は行われていたものの、感染防止に関する報酬上の加算はありません。一たび施設内で
感染が発生すると、自治体や保健所も適切な対応ができず、これにより施設内で感染が拡大する事
態も発生しました。 
 このことからも、障がい者や高齢者の生活の場において、安心して住み続けられるよう適切な感
染防止対策が実施されることが必要であり、各制度における報酬上の加算の創設を提言します。この
加算は、専門家チームの創設や教育の徹底だけに留まらず、実質的な対応に必要な機材の購入や人
材の確保に至るまで活用できる、包括的な加算を希望します。意識はあっても予算や資材はなく、
結果として感染が発生する事態は防がなければなりません。また、感染防止の観点では、ウイルス
を死滅させるような直接的な対応だけでなく、ディスポーザブルな用具の普及や、共有化の削減、
用具の活用による濃厚接触機会の削減など、間接的な対応も必要であり、このため包括的な加算で



ある必要があります。 
 

二、 自治体によるクラスター発生施設への直接的な支援を 

 新型コロナウイルスは未だ全容が解明されておらず、国民の不安を拭えない状況下にあります。
そして現在でも第三波かと言われているように、爆発的な感染拡大が起こっています。このような
状況下で、各都道府県では、障がい者施設・介護施設向けの感染対策ガイドラインを策定されてい
ますが、その責務は法人側に課せられています。例えば、ガイドラインでは施設内で感染が発生し
た場合の対応策として、同一法人内で人員を確保することが記載されています。しかし、一たびク
ラスターが発生すれば、多くの職員は出勤を拒否し、同一法人内でも人員の確保は極めて困難です。
ましてや、自治体や管轄する保健所の対応も異なり、自治体によっては施設内に非感染者も含めて
封じ込めに近い対応をするところもありました。 
 また、コロナ禍においては人権問題も顕著に見られ、感染者に対する誹謗中傷が至るところで起
こりました。自治体によっては、個人の感染はプライバシーの観点から公表しなかったにも関わら
ず、同じ居住場所である施設については、詳細の公表を迫りました。封じ込めて詳細を発表させる
ことが、他の住民に対する善とするかの対応です。このような自治体の対応は、断じて許すことが
できません。 
 このようなことから、クラスターが発生した施設に対しては、自治体が中心となり直接的な支援を
する体制を提言します。例えば不足する職員を派遣し、終息までの対応にあたることが挙げられま
す。人による応援が、どれほど利用者や職員の心の支えになるか計り知れません。そして、自ら入
り込み対応にあたることで、その詳細をつかみ、終息させ、それを以って他の住民へ知らせること
が、真の安心な暮らしへとつながります。無論、これを実現させるためには、自治体だけで対応す
るのではなく、地域で応援できるネットワークを構築し、自治体の責務として教育や手当の支給も
必要です。 
 

三、 財源の確保と生活に必要なサービスが途切れない社会の実現を 

世界中で感染拡大が発生し、わが国においても未だかつてない規模で補正予算が組まれ、多くの
公的資金が投入されました。これらの資金が循環しているうちは、国民の生活への安心感が提供さ
れますが、循環しなくなった途端に、その不安感はかつてない未曽有のものに変わります。既に、
自治体における来年度予算の計画段階でも、公共施設のバリアフリー化に関する予算が削減される
という話題も出始めており、障害者差別解消法に定める合理的配慮の実現も後回しにされる可能性
が出てきています。 
障がい者や高齢者に対するサービスは、制度によって担保され、住み慣れた地域で住み続けられ

る社会の実現に寄与しています。しかし、一たび保険者の財源がひっ迫すると、サービスに対する
報酬は削減され、生活に必要なサービス自体が失われる可能性があります。 
介護保険制度における報酬単価は、特定の加算を加えて以前の報酬を得られることが続いており、

単価自体は期を追って減算され続けてきました。一方で、保険料自体は期を追って上昇を続け、介



護保険開始当初の全国平均は 2,911 円であったものが、2017 年度は 5,514 円まで上昇（第 1 期比
189%）しています。各期は概ね 10%～13%程度の上昇傾向となりますが、例えば、東日本大震災が
発生した 2011 年直後の 2012 年度からの 3年間（第 5期）では、19.5％保険料が上昇しました。無
論、災害による公的資金の投入が直接的に保険料の値上げにつながったとは言い切れません。しか
し、第 5期の報酬は 1.2％上昇したものの、翌第 6期（2015 年～2017 年）は、2.27%のマイナス改
定となり、6 年間で実質的には報酬は削減されてきました。公的資金の投入が、近い将来、税金や保
険料の引き上げや、報酬単価の削減につながり、サービスが提供できず、国民の生活に影響を及ぼ
す可能性は十分あり得ます。 
このような状況下では、緊急事態下で投入した公的資金とは切り離し、生活に必要なサービスや、

法律の実現に基づく合理的配慮等の財源の確保ができる政策や税制改革を提言します。無論、結果と
して国民の負担が増えることは、緊急事態の有無を問わず、直面する超高齢化社会の到来からは避
けられず、自助と共助の原則からも必要です。しかし、各自治体も国や住民からの税金に依存する
ことから脱却し、財源を生み出す事業を推進し、国や住民の負担を最小限に抑えることがその責務
と言えます。本立憲民主党つながるフェスでは、数多くの県議会議員様や市議会議員様が参加され
ており、各自治体における政策提言をお願い致します。 

 

四、 誰もが安心して利用できる避難所の整備を 

 ここ数年の天候異常は、国内各地に多くの災害をもたらし、被害の甚大化・長期化の傾向が強ま
っています。東日本大震災以降、防災に対する意識は高まり、また台風や大雨による災害の発生か
ら、災害に備える行動も高まりつつあります。 
 しかし、今年の災害に対する意識は、今までと異なっていたと言えます。新型コロナウイルスの
感染を懸念して、避難所は感染リスクが高くなると考え、自宅での待機を選択した被災者もいまし
た。これでは、いざというときに逃げ遅れて被災しまうこともあり得ます。一方で感染防止対策に
偏り過ぎると、避難所の増加や各箇所での受け入れ人数の削減などもあり得ますが、並行して各避
難所のバリアフリー化も進めないと、実質的には障がい者や高齢者の行き場がなくなり、避難でき
なくなる可能性もあります。このことから、誰もが安心して利用できる避難所の整備を提言します。 
 

五、 当事者も参加できる意見交換会や勉強会の開催を 

 真の共生社会の実現に向け、当事者も参加できる意見交換会や勉強会の開催を要望します。本年
はコロナ禍により開催が危ぶまれましたが、昨年に引き続き、本立憲民主党つながる本部＆障がい
者・難病ＰＴの開催されましたことに深く感謝申し上げます。当事者抜きに当事者のことは決めら
れません。当団体は、この大前提に基づき、多くの自治体、行政機関、教育機関、民間などからの
要請により、共生社会の実現に向けた相互理解を深める機会を提供して参りました。その観点から
も、御党と連携・協働しつつ、御党のお役に立ちたいと願っております。 
 

以上 



ご挨拶 
 

私の闘い、諦めと卑屈からの脱却、挑戦する人生。 

 枝野代表並びに各位には、これまでも何度か申し上げて参りましたが、私は１歳の時にポリオに罹患

し、下肢麻痺の障害者になりました。その後、ただ身体に障害があるというだけで、様々な障壁にぶつか

り、その都度全力で闘い続けてきました。小学校入学前にも、また高校のときも、危うく入学拒否に遭い

そうになりました。就職も「書類が試験の前に返送される」という屈辱的な、まさに直接差別を受けたり

しました。それは１００社を超えました。この出来事がその後の私の人生を決定的にしました。もちろん

障害者は、望んで障害者になったわけではありません。そうであるにも拘らず、また、たった一度きりの

人生であるにも拘わらず、多くの障害者は、必死に歯を食いしばって、我慢に我慢を重ねて生きているの

が実情です。折角の才能を生かす機会も得ることなく、同情、憐れみを潜めた慈善を、（やむなく）受け

る。出会った人、その時の場面によって結果が決まってしまう。そんな偶然性に身を任せての人生、それ

が障害のある人たちの運命ではないか、と思っています。 

 

保障よりもチャンスを。ADA、そして障害者差別禁止法の運動に。 

そうした現実の中で、私は１９６６年、大学を卒業直後に「保障ではなく働くチャンスを」をスロ－ガ

ンにして「アビリティ－ズ」をスタ－トさせました。困難の連続ではありましたが、しかし、どうしても

そうしなければならない使命感を支えに、紆余曲折と苦闘はありましたが、（それは現在でも続いてはお

りますが）、しかし、「断固やり抜かねば」という想いで今日に至っております。詳細を割愛して申せば、

「障害者差別禁止法の実現を」という運動もその延長線上にありました。 

 

「障害者差別禁止法は、人権の問題として」・恩恵の客体から権利の主体へ 

枝野代表並びに各位に於かれましては、長年に亘り、障害者差別禁止法の制定・共生社会の実現に向

けての私どものそうした活動に対し、全面的なご支援、且つ、的確なるご指導を賜っております事に改

めて感謝しております。２００３年５月３０日に私どもの「意見書」を代表（当時は民主党政策調査会

長）にお渡しに伺いましたし、また、２００８年４月号の弊協会報（№１５２）では、福島みずほ社民

党党首（当時）と鼎談をなさってくださり、そこで「障害者差別禁止法を、権利問題として闘うこと

が、今まで欠けていた視点だ」とご指摘の上、「～個々の人間がひとりひとり持っている権利ならば、

これは財源以前の問題で、保障されなければならないことになる。まさに発想の転換だ」とおっしゃっ

てくださいました。その後も「障がい者制度改革推進本部」が設けられた後の２０１０年５月６日にお

会いくださった際にも代表（当時は国務大臣）は、同趣旨のご発言をなさってくださいました。 

 

 



実質を持った「上乗せ、横出し条例」へ。民間の合理的配慮の義務化の促進。 

２０１３年６月に、代表並びに各位のそうしたご尽力もあって、ようやく「障害者差別解消法」が成

立いたしました。禁止法ではなく、解消法という形で、かなりの課題は残されましたが、附帯決議に

「国連の障害者権利条約の締結に向けた国内法整備の一環であること」や「地方公共団体による、いわ

ゆる上乗せ、横出し条例」及び「制度の谷間」や「たらい回し」の生じない体制の構築等を求める内容

も、「女性や障害児に対する複合的な差別、その人権の擁護」も決議されました。そこに重要な点があ

ります。 

 

条例に、財源、人材、運営の裏付けを伴って。毎日の暮らしの中で実際に。 

「障害者差別解消法」には「個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障さ

れる権利を有することを踏まえ～もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、

相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする」とあります。 

御党の綱領にも「共生社会」への実現、障害者差別解消法の運用の強化が謳われていますから、そのこ

とはとても心強いことです。申すまでもなく、この障害者差別解消法は、「誰もが住み慣れた地域で住み

続けられる」という生活の中で、具体的に実現されてこそ意味があります。そのために、財源も、人材

も、運営面の「裏付け」を付さねば、絵に描いた餅で終わります。たしかに条例を制定した都道府県・市

も増えました。東京都は、２０１８年１０月１日から施行されました。しかし、果たして実効性は担保さ

れているのか、そこを危惧しているのです。その観点から全国の都道府県・市町村の障害者差別解消条例

の『現場』はどうなっているのか、当事者・家族、関係者の声は権利として反映されているのか。そこを

厳しく注視しているのです。形ばかりでは意味がない、その認識、危機感を改めて御党と共有したいと考

えています。 

 

私たち抜きで決めないで。多様性、草の根民主主義、下からの、まっとうな政治・その世の中に。 

御党が掲げておられる「草の根の声に基づく熟議」の民主政治こそ、前述の危惧を払拭し、「まっとう

な政治」に戻していく唯一の道だと確信しています。社会的に弱い立場の人を救うなどという発想ではな

く、社会的に弱い立場に追い込んでいる政治・社会こそ、正していかねばならないのだとの立場こそ肝要

です。当然「Nothing about us ,without us!・私たち抜きに私たちのことを決めないで」が大前提です。多

様性を、個性を、相互尊重と相互理解のもとで認め合う社会こそ、当たり前の世の中です。この視点は御

党と違いは無いものと思っています。 

 

国連の障害者権利条約、差別禁止部会『意見書』に。医学モデルから社会モデルへ、転換の徹底。 

尚、叶うならば、２０１２年９月２０日に棟居快行部会長と東俊裕室長（共に当時）と私とで中川国務

大臣に提出した『障害者差別禁止部会の意見書』（「『障害を理由とする差別の禁止に関する法制』につい



ての差別禁止部会の意見」・9月 14日付）が求めた点と、「国連の障害者権利条約」の本旨を生かし、現

在の障害者差別解消法（条例）を一層、深めていくべきだと考えています。その為にも、引き続き御党

の、全ての議員、関係者の皆様と私どもの仲間＝同志との率直な意見交換会、勉強会などを致したいと願

っております。その実施につきましては、ぜひ、代表並びに本ＰＴの各位に牽引役となっていただきたい

と存じております。 

なお、上述の如く、東京都をはじめ、いくつもの自治体で条例が施行されたこともあり、世田谷区・武

蔵野市・葛飾区・新宿区議会・多摩市・府中市・熊谷市・小田原市、栃木市等の自治体や大学あるいは社

会福祉法人、空港、裁判所、企業、団体等からのご要請も増加し、この法律（条例）の趣旨の周知につ

き、研修会に伺ったり、「バリアフリーの街づくり」などの現場を通じて相互に学ぶ機会を得たり致して

おります。その観点からも（微力ではありますが）、御党と連帯・協働しつつ、真の共生社会に向けて、

歩みを同じく致したいと存じております。 

 

令和 2 年 11 月 30 日 

 



令和２年１１月３０日  

 

社会福祉法人日本視覚障害者団体連合  

新型コロナウイルス感染症  視覚障害者の困り事について  

 

１  はじめに  

 終息が見えない新型コロナウイルス感染症は、視覚障害者の生活を一変

させ、様々な困り事を引き起こしている。そのため、本連合では、これら

の困り事の改善を目指し、全国の視覚障害者の声（※１）を集め、関係府

省等に要求活動（※２）を行っている。しかし、要求を行ったものの、改

善に至らない困り事も多い。特に、以下の困り事については、早期の解決

が必要となっている。  

（※１）参考資料１  弱視者の困り事  資料集第３号（１～１０ページ）  

（※２）参考資料２  関係府省庁等への要望書（１１～２０ページ）  

 

２  新型コロナウイルス感染症における困り事  

（１）日常生活での困り事  

 視覚障害者は、様々な理由でソーシャルディスタンスの確保や３密を回

避することが難しい。そのため、ハード面・ソフト面での支援が必要なも

のの、これらの支援が実施されていない。  

 例：レジの待機列を示す線が確認できないため、列に上手く並べない  

   入院した病院で移動や情報提供の支援が受けられないことがある  

 

（２）情報入手での困り事  

 ＴＶのニュース番組や自治体のホームページ等は、視覚障害者にとって

アクセシブルな環境となっていないため、必要な情報が入手できない。  

 例：ＴＶの緊急速報で映し出される字幕等は音声で読み上げない  

   構造が複雑なホームページは目的のページまで辿り着くのが難しい  

 

（３）ＩＣＴ化に関する困り事  

 社会状況が変化し、テレワークやＩＣカード決済の推進等、様々な分野

でＩＣＴ化が進んでいる。しかし、これらのＩＣＴ化したシステムや機器

等は、視覚障害者にとってアクセシブルな環境となっていないため、利用

できないものが多い。  

 例：一部のオンライン会議システムは音声読み上げに対応していない  

   ＩＣカード決済の際、端末が決済金額を読み上げてくれない  

  



1 
 

参考資料１ 

 

日本視覚障害者団体連合 

弱視問題対策部会 
 

 

弱視者の困り事 

資料集 第３号 

「新型コロナウイルスの 

影響で困ったこと」 
 

 

 

【資料集について】  

 弱視者（ロービジョン）が日常生活を送る上で抱えている困り

事は大変多い。本資料集は、同部会の委員より寄せられた弱視者

（ロービジョン）の困り事に関する意見等を整理したものであ

る。  

 

【掲載内容について】  

 困り事の事例を集める中で、委員等から好事例も何点か寄せら

れた。そのため、本章に掲載する事例の中で、好事例と思われる

ものは、掲載事例に（良かったこと）と記載した。  
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１．買物での困り事  

（１）お店の入り口  

 ・薬局の店頭や店内で、マスクの入荷状況が表示してあるのか

どうかが分からない。そのため、入荷状況を店員に聞きたい

が、店員には聞きづらい。  

 ・スーパーのカゴの置き場所が突然別の場所になってしまい、

探すのに苦労した。  

 ・消毒ボトルが白いものは実は困る。例えば、お店の壁が白か

った場合、その消毒ボトルが見えにくくなってしまい、探す

のに苦労したことがある。  

 ・店舗の入り口等に置いてある消毒ボトルは、お店によって置

く位置が異なるので分かりづらい。また、そのボトルが手で

押すタイプか、足で踏むタイプかが分かりづらい。  

 ・お店に入って手指を消毒した後、視覚障害者はすぐに白杖を

持って移動することになる。少し気になるのは、白杖が不衛

生とは言いづらいが、白杖を持つことで手や指の衛生が保て

ているかどうか不安になる時がある。  

 

（２）品物等を探すこと  

 ・３月～４月は、ドラッグストアの開店前に２０人が並び、開

店と同時にマスク等が棚から消えていた。弱視（ロービジョ

ン）の私は、妻の車で５～６軒回りましたが、出遅れて買え

なかった。  

 ・お店でマスクを購入したいが、どこに置いてあるか分から

ず、迷っている間になくなってしまい、購入できなかった。  

 ・弱視者（ロービジョン）なので、スーパー等で品物を確認す

る際、目に近づけたり、触ったりして確認することが多いの

だが、こういう確認をしていると、周りからの目が気になる

ことが多い。そして、コロナ禍では、さらにその目が気にな

り、品物の確認が難しくなってしまった。  

 ・コンビニやスーパーでは、これまで視覚障害者が単独で買い

物に出かけても、店員が手伝ってくれていたが、コロナ禍で

は、本部から指示が出ているからなのか、サポートを拒否さ

れたことがあり、買い物ができず困った。  
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（３）レジの待機列  

 ・会計等で並ぶ時、前の人との距離が分かりにくい。また、足

元のマークが見えない時は、わざと余分に距離を取って並ん

でいます。  

 ・スーパーのレジの待機列で、距離感が分からないので何とな

く間隔を空けて並んでいたら、他のお客さんに割り込みされ

てしまった。ただ、自分からその人に注意することができ

ず、少し残念な思いをした。  

 ・お客さんが並んでいる待機列が分かりづらいので、その列に

衝突してしまったことがある。  

 ・レジの待機列が分からなくなり、割り込んでしまうことがあ

る。  

 

（４）お会計  

 ・スーパーのレジは、透明なシートで覆われていて、店員もマ

スクをしているので、店員が話している内容が聞こえづら

い。特に金額がいくらなのかの声が聞こえづらい。  

 ・今まではお釣りの渡し方は手渡しだったが、トレーで渡す方

法になったことで、お釣りを取るのが大変になった。また、

トレーにお釣りの取り残しがないか不安になることもある。  

 ・お釣りをトレーで渡されることが増え、何度か取り忘れそう

になった。そのため、最近は電子マネーで支払うようにして

いる。  

 ・クレジットカードやポイントカードは、今までは店員に渡せ

ば良かったが、ここ最近、自分で読み取り機械を操作する方

法に変更されたので、大変困っている。自分では上手く読み

取らせることができない。  

 ・レジ袋が廃止になり、自分でマイバック等に入れるようにな

ったが、買ったモノを全て入れられたかどうか不安になる時

がある。  

 

（５）ネット通販等  

 ・ネット通販を利用していたが、自分で注文や送金処理ができ

ないので、これまではお客様センターに代わりに対応しても

らっていた。ところが、コロナの影響で電話対応する人がい

なくなってしまい困っている。  

 ・視力が落ちて、歩行訓練を受けようと考えていたが、訓練が受
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けられず家から出られない日々が続いていた。そのため、飲

食は出前のアプリを使って届けてもらっていました。  

 ・（良かったこと）コロナで外出を控えるようになり、ネット

通販を利用するようになった。注文の操作は難しい部分もあ

るが、外へ移動しなくても自宅に届けてくれることもあり、

助かっています。  

 

２．情報や読み書きでの困り事  

（１）テレビやインターネットの情報  

 ・テレビでコロナ関係のニュースが流れても、字幕スーパーが

読めないので困っている。  

 ・テレビのニュースでは「詳しくはこちらにお問合せ下さい」

といった形で、映像を見ることを前提とした情報の伝え方を

して困る。音声で読み上げてほしい。  

 ・自治体からの様々な情報を知りたく、自治体に問い合わせた

が「ホームページを見てください」の一言だった。そのホー

ムページは複雑で分かりづらいものだった。  

 

（２）書類の読み書き  

 ・特別定額給付金の申請書は、自治体から郵送で届いたことが

確認できないし、自分では記入できないので、困ることだら

けです。  

 ・（良かったこと）特別定額給付金の申請において、自分では

記入ができないことを区役所に相談したら、区の地域センタ

ーで障害者や高齢者への代筆を行ってくれることを教えてく

れた。そして、そこに代筆をお願いし、無事に申請すること

ができた。こういった支援は助かります。  

 

３．移動での困り事  

（１）道路での移動  

 ・ここ最近、交差点では、青信号に変わるのを待っている人が

散らばって立っているため、その付近で待機している人がど

こで立っているかが分かりにくくなった。駅前の大きな交差

点等では、その人達に衝突しそうになったこともあり、今ま

で慣れていた場所でも、ゆっくりと慎重に歩くことが必要に

なってしまった。  
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 ・今までは、一般の方の声かけを頼りにすることで、一人でも

外出できていたが、ソーシャルディスタンスが叫ばれるよう

になってから、声をかけてくれることが非常に少なくなり、

生活しづらくなってしまった。  

 

（２）鉄道での移動  

 ・鉄道駅での駅員や利用者からの「声かけ」「見守り」が減

り、鉄道駅での移動が以前より不安になっています。  

 ・公共交通機関に乗る時は、乗客が少ない時間や空いている車

両を選んで乗っている。例えば、学生の登下校時間は意識し

て外すようにしている。  

 ・吊革や手すりは基本的には利用しなくてもよい時間に乗るよ

うにしている。もし、使わないといけない時は、人が持ちそ

うな部分をわざとよけて持ちます。  

 

（３）同行援護を利用しての移動  

 ・同行援護を利用して買い物に行きたかったが、緊急事態宣言

の期間は同行援護がほとんど利用できなかった。特に、食料

品等の生活必需品を買いに行けなかったことには困ってしま

った。  

 ・直接介助者に触ることを拒否されたことはないが、相手の声

を頼りに、なるべく介助者に触らずに移動しています。  

 ・不特定多数の人が利用する電車での移動は不安がある。その

ため、同行援護で車の利用を求めたが、認められなかった。  

 ・４月～５月は、世の中の動きが全体的に止まってしまい、希

望していた歩行訓練が受けられなかった。また、同行援護も

使えなかったので、家にいるしかなかった。  

 

４．医療や衛生対策に関する困り事  

（１）医療機関への移動  

 ・過疎地なので、ほとんどの方は自分で自家用車に乗って病院

へ行っています。そうなると、私は家族の運転する車を利用せ

ざるを得なく、色々な不安があります。また、公共交通機関や

タクシーを利用するにしても、咳症状が出ていたりすると、乗

っていいのかどうかが不安です。  



6 
 

 ・（良かったこと）コロナ感染の疑いがある人の中で、弱視

（ロービジョン）であることを保健所に伝えたら、保健所が

車を出してくれた事例を聞いた。  

 

（２）病院内での支援  

 ・普段なら病院への通院は一人で行っていますが、院内の移動

だけは不安があります。コロナ禍でも、院内の移動は医療スタ

ッフがサポートしてくれるのだろうか。  

 ・ニュースでコロナの軽症者はホテルに隔離されると聞いた。

もし、視覚障害者がホテルに隔離された場合、しっかりとし

たフォローがあるのかどうかが心配だ。このような視覚障害

者には、ホテル内で様々な情報提供、移動の支援が必要だと

思う。  

 

（３）衛生対策  

 ・会議や通院等、外出先で消毒器具が設置してあるところで

は、必ず消毒を実行しています。自宅玄関にも消毒器具を置

いて帰宅時に利用しています。  

 ・出先だと消毒器具がどこに置いてあるか、どのような方法で

プッシュするのかが分からない時がある。  

 ・会議や勉強会で外食が必要な時は、三密を避けることはもち

ろん、できる限り短時間で食事を済ませ、マスクを装着する

ようにしている。外での飲酒は慎んでいます。  

 ・勤め先の上司がマスクもせず大声でしゃべっていることがあ

る。万が一感染したらどうしようと思うと、はらはらしてい

ます。  

 

５．仕事での困り事  

（１）労働環境の変化  

 ・仕事がテレワークになったことで、困った事があっても相談

できる相手が周りにいなくなってしまった。  

 ・テレワークにはメリットとデメリットがあると思う。メリッ

トは移動しなくて良いことで、視覚障害者の困り事の一つが

解決される。デメリットは一人で仕事をしないといけないの

で、同僚とのコミュニケーションが取りづらいことです。  

 ・盲学校の理療科の先生もテレワークをしていて、色々と大変

な思いをしていることを聞いた。  
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 ・テレワーク化に伴い、自宅のＰＣ環境を整えたり、エアコン

や椅子を購入する等、作業環境の整備をするのに費用がかか

った。  

 ・在宅勤務と出社を組み合わせる勤務になった。ただ、出社す

ると、手すり等への接触やソーシャルディスタンス確保の困

難さがあるので、コロナ感染の不安がある。  

 ・現在、在宅勤務をしているが、だんだんと目が見づらくなって

きた。在宅勤務の影響があるのかもしれない。そのため、会社

からは、移動することで事故があったら大変なので、在宅勤

務を継続する提案があった。本当は会社に行きたいが、自分

の安全のこともあるので、在宅と出勤を組み合わせるような

形で働いている。  

 ・（良かったこと）勤務先の感染防止対策の一環で、職場の車

で送迎してもらっています。これは助かっています。  

 ・（良かったこと）会議・セミナー等がオンライン開催になっ

たことで、移動がなくなり、時間や場所の制約が緩和され、

新たな交流が始動した。  

 

（２）パソコンやネットの利用  

 ・テレワークの推進により、オンライン会議や社内システムの

活用が進んでいるが、視覚障害者が利用できる状態ではない

ため、仕事が進まない。  

 ・コロナ以降、テレワークに関する困り事をよく聞いていて、会

社の社内システムに入れない、その社内システムがスクリー

ンリーダーに対応していない等の相談を受けている。こうい

った人は、仕事ができず、家にいるだけになっている。  

 

（３）仕事量の変化  

 ・あはきの仕事の依頼が全くなく、収入が断たれ困っている。緊

急事態宣言が終わった後も、お客さんがしばらくは来ないので

はないかと心配している。一度離れたお客さんを戻すことはな

かなか難しい。  

 ・ヘルスキーパーとして入社したが、コロナ騒ぎが出て以降、マ

ッサージの仕事が接触業務ということで、暫定的にパソコン業

務に配置転換された。慣れない仕事なので、不安でしかない。 

 ・職場が一時的に休業となり、自宅待機となったが、このまま会

社に戻れるかどうか、心配になっている。  
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 ・治療院を経営しているが、常連のお客さんが利用してくれて

いるので、治療院の方は売り上げが戻ってきています。ただ、

老人施設でも施術をしているが、施設に一切入れず、この部

分は売り上げが全くなく、困っています。  

 

（４）体調の変化  

 ・自宅でのテレワークが続いたことで、運動不足のため睡眠が

浅くなる等、体調に変化が生じた。自分に関しては、早朝の

散歩で運動不足を解消した。  

 ・今回のコロナの一件で困っているのは、高齢のあはき師の中

で、仕事がなくなったことをきっかけに引退する人が増えて

いることです。視覚障害であはきの仕事を辞めたら、途端に

体を動かさなくなり、本人のＱＯＬが下がるのではないかと

不安になり、仕事を続けるよう、説得したこともあります。  

 

６．ＩＣＴ化に関する困り事  

（１）高齢者とＩＣＴ  

 ・コロナ以降、会議がオンラインになり移動の負担が減った

り、買い物がネットからできたり、良い部分もあると思う。

ただ、パソコン等を使うとなると、利用できない方、特に高

齢の視覚障害者が置き去りになってしまう。こういった方に

は何らかの支援が必要だと思う。  

 ・地元のロービジョンネットワークがオンラインでの研修会を

開催しようと動いているが、ＩＣＴ機器等が苦手な高齢の参

加者が多く、開催するのに工夫が必要となっている。例え

ば、Ｚｏｏｍが使えない人が何人か集り、誰かが接続するＺ

ｏｏｍに相乗りするような方法を考えている。  

 

（２）学生とＩＣＴ  

 ・大学のオンラインの授業システム（ＬＭＳ：学習管理システ

ム）に困っている弱視（ロービジョン）の学生が多い。これ

らのシステムは、基本的なアクセシビリティが悪く、例え

ば、レポートの提出等が難しいと言われている。アメリカ

は、こういったシステムにもアクセシビリティを求めている

のに、日本は全く対応されていないので、もっとアクセシビ

リティを高めることが必要だと感じている。  



9 
 

 ・オンラインでの授業が一般化したことで、改めて「指示語問

題」が視覚障害者を悩ませている。例えば、オンラインの授

業で、画面上に資料を掲示し、ポインターを説明したい箇所

に移動させ、「ここに書いてあるとおり」といった形で説明

する者がいて、視覚障害の学生にはその内容が理解できない

ことがある。画面全体を見ながらでないと内容が理解できな

い授業もあり、授業の進め方については様々な課題がある。  

 ・オンラインの活用が進んでいることを踏まえると、視覚障害

者自身がＩＣＴスキルを予め学んでおくことが必要だと思い

ます。そのためには、ＩＣＴが苦手な高齢者だけでなく、若い

視覚障害者への支援も必要だと思います。  

 ・（良かったこと）オンラインの授業が中心になったことで、

移動の困難さがなくなったと答える学生もいた。学校までの

通学、学校内での移動等、今まで授業を受けるために頑張っ

て移動していたことから解放され、勉学に集中できるように

なったことは、良いことなのかもしれない。  

 ・（良かったこと）オンラインの授業が増えたことで、授業で

使う資料がデータで手に入る機会が増えてきた。今まで、紙

で渡されることが一般的だったのに、このような流れになっ

たことは、視覚障害の学生にとってはプラスかもしれない。  

 ・（良かったこと）オンラインの授業システムは、大半のもの

が録画されていて、一定の期間はその録画を見ることができ

るようになっている。聞き逃した部分を再確認できたりする

ので、実は学生にとってはメリットがある。  

 

（３）課題解決に向けた動き  

 ・ＩＣＴについては、視覚障害者ができないことに注目が集ま

るが、工夫をすればできることもあると思う。例えば、特別定

額給付金の申請を、全盲の人が一人でオンライン申請したと

いう事例がある。こういった好事例も整理する必要はあるの

かもしれない。  

 ・色々な話を聞かせていただき、改めて「具体的な事例」を出す

ことが重要だと気付きました。例えば、視覚障害者にとって

テレワークは良い点も悪い点もある。そういった事例を出す

ことで、解決策が見いだせるのかもしれない。  
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７．その他  

（１）イベントの開催  

 ・視覚障害者が集まる研修会を自治体の施設で開催しようと思

い、施設の窓口に相談したら断られてしまった。視覚障害者

が集まると３密に繋がるというのが理由だった。他の地区で

も断られたケースがある。  

 ・視覚障害者向けのコロナに関する研修会を開こうと思い、自

治体の障害福祉担当に講師として来てもらおうと相談した

ら、あまり良い返事がなかった。結果的に来てもらうことに

はなったが、コロナ禍での安全対策を学ぶ内容なので、自治

体が協力的でなかったことは残念だ。  

 

（２）施設の入所者  

 ・高齢者施設等の入所者は、現在、施設の職員等が同行すること

ができず、実質的に外出することができずに困っている。一

人で動ける弱視者（ロービジョン）でも、郵便局に行って代筆

をお願いしたら断られたケースがあった。移動はできても、

どうしてもできないこともあり、どうやったら支援をしてく

れる人と移動ができるかが課題だと感じている。  
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参考資料２－１ 

 

日 視 連 発 第 １ ４ 号 

令和２年４月２２日  

 

厚生労働大臣  加藤勝信   殿  

文部科学大臣  萩生田光一  殿  

 

社会福祉法人日本視覚障害者団体連合   

会  長   竹  下  義  樹   

 

新型コロナウイルスに関する要望書  

 

 日ごろより視覚障害者福祉の向上にご尽力いただき厚く御礼申し上げま

す。  

 さて、新型コロナウイルスの感染拡大により、全国の視覚障害者の生活は

一変し、様々な困り事が本連合に寄せられています。そのため、本連合では、

令和２年３月に新型コロナウイルス緊急ホットラインを開設し、全国の視

覚障害者及び関係施設に対して情報提供を呼びかけました。その結果、別添

資料の困り事等が寄せられました。これらの困り事は早期の解決が必要で

す。そのため、下記の要望をとりまとめました。何卒、ご理解とご配慮を賜

りますよう、宜しくお願い申し上げます。  

 

記  

 

１  衛生用品の入手について  

（１）視覚障害者及び視覚障害者を支援する者に対して、当面の間、日常生

活を送る上で必要な衛生用品（マスク・消毒用アルコール等）を優先的

に入手・購入できる施策を要望します。  

【説明】  

 新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、視覚障害者は衛生用品を

手に入れることができず、これまでの生活から一変し、日常生活や経済活動

等が抑制されています。それこそ、マスク等がないことで同行援護が利用で

きない、手指の消毒用アルコールがないことで仕事ができない等、生活に欠

かすことができない活動が抑制されています。そのため、視覚障害者が安

心・安全に日常生活を送るためには、国や自治体の責任において、上記要望
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の実現が必要です。  

 

２  あはき（あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう）業について  

（１）視覚障害あはき業者が、あはき業にとって必要不可欠な備品（マスク・

消毒用アルコール等）を、優先的に入手できる施策を要望します。  

（２）仕事が激減し生活に困窮するあはき業の視覚障害者に対して、明確な

所得補償を行うための救済措置を要望します。  

【説明】  

 あはき業（ヘルスキーパーを含む）には多くの視覚障害者が就業しており、

視覚障害者が社会生活を送る上で必要な職種となっております。また、あは

き業自体も、国民の健康増進・健康維持において重要な職種ともなっており

ます。しかし、この度の新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、多く

の視覚障害あはき業者は仕事を失いかねない状況となり、日々の生活もま

まならない状況になっております。そのため、視覚障害者があはき業を継続

し、安定した生活を送るためにも、上記要望の実現が必要です。  

 

３  同行援護について  

（１）病院への通院や生活必需品の買い物等、必要に迫られて同行援護を利

用する場合、確実に同行援護が利用できるよう、地域内でヘルパーの調

整、柔軟な支援方法（車両の利用等）の実施、マスクの優先配布等の実

施を要望します。  

（２）同行援護事業を継続させるため、事業所の経営安定化に向けた支援策

の実施を要望します。また、事業所の休業等による従事者の大幅な収入

減少に対しては、明確な所得補償を行うための救済措置を要望します。 

（３）各事業所では、ヘルパー自身が新型コロナウィルスの感染を恐れて業

務に従事できない旨の訴えが寄せられています。緊急時の対応として、

事業所が利用者の通院介助を車で行った場合や利用者のニーズに基づ

いて買物等の代行をした場合にも、何らかの手当（謝金）を支給するこ

とを要望します。  

【説明】  

 同行援護は視覚障害者の行動保障・情報保障の支援として重要な障害福

祉サービスとなっております。しかし、この度の新型コロナウイルスの感染

拡大の影響により、視覚障害者は満足に支援を受けることができなくなっ

ています。一方で、支援を行う同行援護事業所及び従事者にも同様の影響が

あり、視覚障害者に支援を行いたくても支援が行えない状況となっていま

す。このままでは、同行援護の制度自体が崩壊しかねかねません。そのため、

同行援護制度の継続のためにも、上記要望の実現が必要です。  
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４  視覚障害者への情報提供について  

（１）新型コロナウイルスに係る次の情報は、必ず視覚障害者も入手できる

方法（点字、音声、拡大文字、テキスト等）で情報提供されることを要

望します。  

  ①国や自治体からの各種情報  

   例：通知等の内容、休業補償等の申請方法、施設の休館情報  等  

  ②マスコミからの各種情報  

   例：ＴＶの緊急速報や字幕スーパー、解説で使用する図や表の内容  

等  

  ③販売店からの各種情報  

   例：マスク・消毒用アルコール等の販売情報、営業時間の変更  等  

【説明】  

 多くの視覚障害者は、日常生活で必要とする情報の入手が難しいため、本

連合は長年にわたり適切な情報保障を求めてきました。しかし、この度の新

型コロナウイルスの感染拡大の影響によって、改めて情報入手の困難さが

浮き彫りとなり、多くの視覚障害者は、情報を得られないことによる困り事

や不安が発生しています。そのため、視覚障害者への適切な情報保障を守る

ためにも、上記要望の実現が必要です。  

 

５  新型コロナウイルスに関連する視覚障害者への支援について  

（１）医療機関に入院した視覚障害者に対しては、様々な情報提供の支援に

加え、施設内での移動や行動の支援等が行われることを要望します。  

（２）独居等の視覚障害者が新型コロナウイルスの感染の疑いが生じた場

合、単独では移動ができないことから、自宅でのＰＣＲ検査の実施、円

滑な医療機関への移送等、視覚障害者に特化した柔軟な支援が実施さ

れることを要望します。  

【説明】  

 多くの視覚障害者は、もし、自身が新型コロナウイルスに感染し、医療機

関に入院した場合、入院生活中の様々な支援が受けられるかどうかを不安

視しています。なぜなら、過去より医療機関での視覚障害者に対する支援は

徹底されておらず、入院生活で不便な思いをしている視覚障害者が多いか

らです。さらに、入院生活だけではなく、感染疑いがあった場合の検査等で

も、同行援護が利用できないことから、不安の声が寄せられています。その

ため、これらの不安を解消するためには、上記要望の実現が必要です。  
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６  盲学校（視覚特別支援学校）について  

（１）盲学校（視覚特別支援学校）に在籍する生徒の個別事情を勘案し、柔

軟な支援の実施を要望します。  

【説明】  

 地域の一般校（小学校、中学校、高校、大学）と同様に、休校となる盲学

校（視覚特別支援学校）もあります。ただし、寄宿舎等に身を寄せている生

徒の中には、やむを得ない事情から自宅に帰れない者がいます。様々な境遇

の生徒がいる学校だからこそ、個別事情に応じた柔軟な支援が必要です。  

以上  
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参考資料２－２ 

日 視 連 発 第 １ ８ 号 

令和２年５月１４日  

 

総務大臣    高市早苗  殿  

経済産業大臣  梶山弘志  殿  

厚生労働大臣  加藤勝信  殿  

 

社会福祉法人日本視覚障害者団体連合  

会  長   竹  下  義  樹  

 

新型コロナウイルスに係る各種支援策に対する要望書  

 

 日ごろより視覚障害者福祉の向上にご尽力いただき厚く御礼申し上げま

す。  

 さて、新型コロナウイルスの感染拡大により、全国の視覚障害者の生活は

一変し、様々な困り事が本連合に寄せられています。特に、国や自治体等か

らの各種支援策（特別定額給付金、持続化給付金、生活福祉資金貸付制度等）

については、情報の入手が難しい、申請書の作成等が難しいといった困り事

が全国の視覚障害者から寄せられています。これらの各種支援策は、視覚障

害者の生活に直結することから、国や自治体の責任による、申請を行う視覚

障害者への柔軟な支援が必要となります。  

 ついては、各種支援策に対する要望をとりまとめましたので、善処方を宜

しくお願い申し上げます。  

 

１  情報の周知方法について  

（１）視覚障害者への情報提供は、その者が必要とする媒体（点字、音声、

拡大、テキスト等）を、その者自身で選択できる方法であることが望ま

しい。そのため、各種支援策の情報の周知、さらに送付する書類におい

ては、それぞれの視覚障害者のニーズに応じた情報提供を実施してく

ださい。  

（２）上記の視覚障害者に特化した媒体は、情報発信元の自治体のホームペ

ージ等において、視覚障害者がアクセスしやすい方法を講じた上で掲

載してください。  

（３）書類を送付する封筒には、視覚障害者が郵便物の選別をするために、

内容及び発信元を点字と拡大文字で表記してください。点字が読めな
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い視覚障害者も、点字があれば自治体からの重要な郵便物だと分かり

ます。  

 

２  申請に関する支援について  

（１）送付された書類の内容確認、書類への記入、書類の提出等は、視覚障

害者が単独で対応することは難しく、申請作業には様々な支援が必要

となります。そのため、公的な福祉サービスによる支援（同行援護、居

宅介護、代筆・代読支援等）が確実に受けられるようにしてください。

それが困難な場合は、自治体職員による支援または各種相談所による

支援等により、視覚障害者が確実に申し込みができる支援体制を確立

してください。  

（２）視覚障害者の中には、インターネットを利用できない、前年度の収入

を調べることができない等、その者によって様々な個別事情がありま

す。そのために、各種支援策を申請できない者もいます。したがって、

申請を行う視覚障害者の個別事情を勘案し、窓口での柔軟な対応や要

件の緩和を実施してください。  

（３）視覚障害者の中には、案内が届いたことに気付かない、申請書類が複

雑であったため書類作成ができない等により、各種支援策への申請を

断念する者もいます。そのため、未申請の視覚障害者を作らないために

も、国と自治体の責任で、これらの者に対する積極的な情報提供や個別

の声掛け、申請に向けた支援を実施してください。  
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参考資料２－３ 

日視連発第３７号  

令和２年７月８日  

 

厚生労働大臣  加藤勝信  殿  

 

社会福祉法人日本視覚障害者団体連合  

会  長   竹  下  義  樹  

 

 

新型コロナウイルスに係る  

視覚障害あん摩マッサージ指圧師・鍼師・灸師への支援に  

関する要望書  

 

 

 日ごろより視覚障害者の雇用と福祉の向上にご尽力いただき厚く御礼申

し上げます。  

 さて、あん摩マッサージ指圧・鍼・灸（以下、あはきとする）は、視覚障

害者にとって自立した社会参加を実現できる重要な職業の一つになります。

例えば、全国各地で治療院を開業する自営の視覚障害あはき師は、地域医療

の一端を担う役割を果たすため日々研鑽を積み、治療を必要とする地域住

民の支えになっています。また、現在のあはき業は、訪問型施術所に勤める

者、介護施設において機能訓練指導員として勤務する者、ヘルスキーパーと

して企業に雇用される者等、様々な形であはき業に従事し、国民のあはきに

対するニーズに応えています。つまり、視覚障害あはき師は、国民の健康維

持・増進に寄与する重要な役割を担っています。  

 しかしながら、新型コロナウイルス感染防止のため社会的距離（ソーシャ

ルディスタンス）の確保が求められていること等から、別添の資料の通り、

様々な問題が発生し、多くの視覚障害あはき師は満足に仕事ができず、収入

が著しく減少し、窮地に立たされています。  

 このままでは、視覚障害あはき師は日々の生活もままなりません。また、

自信をもって患者への施術ができません。  

 そこで、視覚障害あはき師の生活を支えるために、以下のとおり要望しま

す。善処方を宜しくお願い申し上げます。  
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要望事項  

 

１．あはき業にとって必要不可欠な物品（マスク・消毒用アルコール等）を、

優先的に入手できるようにしてください。  

【説明】  

  あはきの施術を行う上で欠かせない物品は大変入手しづらい状況が続

いています。また、視覚障害あはき師の場合は、これらの物品を自らで探

すことは難しく、入手できないために治療院を一時閉鎖する者もいます。

そのため、視覚障害あはき師が安心安全に施術を行うために、これらの物

品の優先的な入手を求めます。  

 

２．各自治体が実施する休業補償においてあはき業が休業要請の対象外で

あったとしても、感染拡大防止の見地あるいは顧客の減少からやむを得

ない事情で休業したあはき業者に対しては、休業補償と同等の支援を行

ってください。  

【説明】  

  一部の自治体では、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点か

ら独自に休業補償を行っています。しかし、あはき業は医療に含まれてい

ることから休業補償の対象外としている自治体も多く、自営の視覚障害

あはき師の中には休業補償を受けられない者が多数存在します。特に、患

者への感染を懸念して自主的に休業した者の中では、無収入になった者

も少なくはなく、全国の視覚障害あはき師からは休業補償を求める声が

寄せられています。そのため、早急に支援を開始するよう求めます。  

 

３．各種支援策（持続化給付金、休業補償等）の申し込みに関し、申請手続

きの援助、申請手続きのための移動の支援、及び受付窓口における柔軟な

対応を行ってください。  

【説明】  

  視覚障害者は読み書きに大きな困難があり、これらの支援策の内容確

認、申請書の作成が一人ではできない者がいます。また、申請手続きにお

いて移動が必要になった場合、一人では移動できない者もいます。さらに、

申請に必要な書類を探すことができず、申請を断念する者もいます。これ

らの者は、自営の視覚障害あはき師に多く該当し、全国から申請ができな

いことへの不安や苦情が寄せられています。そのため、申請を希望する視

覚障害あはき師が必ず手続きを行えるよう、国や自治体による支援体制

の確立を求めます。  
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４．中長期的に収入が減少した視覚障害あはき師に対して、継続的な経済支

援を行ってください。  

【説明】  

  あはき業の売上減少は、あはきの施術がいわゆる「３密（密閉、密集、

密接）」に該当するため、利用者が治療を控えていることが原因の一つと

言われています。そして、この３密は、今後も継続して国民全体が守るこ

とになると、あはき業では中長期的に利用客が戻らないことが予想され

ます。しかし、視覚障害あはき師は、簡単に職種を変えることができず、

この期間は少ない利用客の施術を行うのみとなり、生活をするために十

分な収入を得ることができません。そのため、視覚障害あはき師があはき

業を続けるために、売り上げ補填等の継続的な経済支援を求めます。  

 

５．訪問型施術所等に雇用されている視覚障害あはき師が不当な取扱いを

受けたり、窮地に追い込まれることがないよう、該当する施術所等に対す

る支援とともに、本人に対する柔軟な支援を行ってください。  

【説明】  

  訪問型施術所や一部の施設等に雇用されている視覚障害あはき師の中

では、新型コロナウイルスの影響による需要減少を理由に、勤務先から突

然の自宅待機や配置転換が命じられ、慣れない環境の変化に苦痛を感じ

たり、解雇されるのではないかと不安になっている者がいます。また、勤

務先から休業補償がない者、さらには給料が未払いになった者もいます。

このような状況が続くと、安心して仕事をすることができないばかりか、

自身の仕事を失う恐れがあります。そして、視覚障害あはき師は、一度仕

事を失うと再就職することは容易ではありません。そのため、雇用されて

いる視覚障害あはき師が今後も安定して雇用されるよう、該当する企業

及び本人の状況に見合った柔軟な支援の実施を求めます。  

 

６．企業等にヘルスキーパーとして雇用されている視覚障害あはき師の雇

用環境がこれ以上厳しくならないよう、該当する企業等に対する支援と

ともに、本人に対する柔軟な支援を行ってください。また、ヘルスキーパ

ーの一層の雇用促進を図ってください。  

【説明】  

 現在、多くの企業等では、視覚障害あはき師がヘルスキーパー（企業内理

療師）として従事し、マッサージ等を通して職員の健康の維持増進に寄与し

ています。ところが、新型コロナウイルスの感染拡大以降は、ヘルスキーパ

ーの業務そのものが接触業務となるため、企業側より自粛を促され、多くの

ヘルスキーパーは自宅待機を余儀なくされています。また、一般職員のテレ



20 
 

ワーク化が進むと、職場に職員がいなくなることから、ヘルスキーパーが会

社に在中する必要性が減ることが予想されます。そのため、多くの視覚障害

のヘルスキーパーからは、雇い止めや解雇されるのではないかといった、今

後の雇用に関する不安の声が多数寄せられています。企業等で働く者の健

康の維持増進を図る上で、ヘルスキーパーの役割は非常に重要です。特に、

社会全体で経済状況の回復を目指す今後においては、その役割の重要性は

増していきます。そのため、現在のヘルスキーパーの雇用を安定させるため

の各種支援、さらに今後を見据えた雇用促進（企業等への導入、資質向上等）

を求めます。  
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特定非営利活動法人日本失語症協議会 

 

１．設立年月日：1984年 9月 1日（1999年 9月 9日法人格取得） 

 

２．活動目的及び主な活動内容： 

   発足当初の活動は主に失語症のある方（以後失語症者）の居場所作りと、仲間との

交流の場所としての日本各地に失語症友の会の発足を支援し、各都道府県に散在する友

の会同士のつながりを強化することを目的として協議会を創設した。そのうえで、失語

症のある方とご家族の当たり前の生活と基本的人権の確保を目指し、誰もが当たり前に

生きる世界の実現に向けて活動を継続している。現在は特に、失語症のある方の福祉環

境の整備、見えない障害である失語症への社会の理解を深める活動と共に、失語症者、

家族、支援者（主に言語聴覚士と失語症意思疎通支援者、失語症会話パートナー）を中

心として、36年にわたり活動している。 

  【主な活動内容】 

  ・ 全国大会の開催（共催：失語症デイ振興会＆ゆずりはコミュニケーションズ ） 

（協賛：日本言語聴覚士協会） 

  ・ 失語症者に深く関係する福祉制度の整備・是正等の陳情活動 

  ・ 失語症に関する相談事業 

  ・ 失語症に関わる意思疎通方法等の講習会、理解を深める講演会 

  ・ 失語症当事者への機器等の講習会、 

  ・ 失語症当事者の集まり、居場所、仲間つくりのための「失語症カフェ」開催 

   ・ 失語症のある方のご家族の居場所、仲間つくりのために「失語症家族カフェ開催 

  ・ 機関誌の発行（年 5回） 

 

３．加盟団体数（又は支部数等）： 失語症友の会 89団体 令和 2現在 

                 個人会員：109 名 

 

４．会員数： 約 1.800名（令和２年６月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

日頃、福祉の向上にご尽力いただきまして、ありがとうございます。 

失語症は｢聞いて理解すること｣「話すこと」「読んで理解すること」「書くこと」という言語の全

ての面での障害です。「見えない障害」であることから社会に殆ど認知されていません。人の尊厳と

して、そして人が暮らすうえで一番必要な言葉を伝達することが不自由なこの障害に対する社会的

な不平等の撤廃を要望します。言葉を話せないということが失語症のある方々の家庭復帰、職場復

帰など全ての社会復帰の大きな阻害要因となっています。失語症者の実態のご説明を差し上げたく

存じますとともに、今後のご支援を頂きたくお願い申し上げます。 

 

【失語症とは】 

脳卒中や頭部外傷などが原因の脳の機能障害で、「聞いて理解する」「話す」「読んで理解する」「書

く」「計算する」などのコミュニケーション能力全般に障害を負う脳卒中などの後遺症です。簡単な

内容なら言葉と文章で話せる人から、言葉のやり取りが非常に困難な人まで症状が多様にわたりま

す。  

患者は全国に 50万人いるとみられますが、その障害特性から社会的認知、保健、医療、福祉など、

あらゆる分野での対策が遅れており、更には、患者数やその生活実態等に係る調査が進まず、社会

全体における理解や支援が進んでいないのが現状です。 

 

 

要望書項目      

 

１． 失語症者の身体害者手帳等級是正 

 

２． 失語症者対象の地域での失語症機能訓練事業所の整備と支援 

 

３． 失語症の介護保険認定調査の是正 

 

４． 失語症者への就労支援 

 

５． 失語症者の障害者年金等級の見直し 

 

６． 失語症の福祉サービスの支給決定等に関して 

 

７． 失語症者の意思疎通支援と人権の確保 

 

8．コロナ禍での現状（会員からの聞き取り） 
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１． 失語症者の身体障害者手帳制度の是正 

(1) 身体障害者障害程度等級表の見直し 

失語症は、「話すこと」「聞いて理解すること」などの全般的コミュニケーション能力に関

わる日常生活を送るうえで最重要手段である能力に障害を負う大変重い障害であるにも関わ

らず、現行の身体障害者手帳制度「音声・言語障害」として上限の「2種 3級、4級」のみし

か存在していません。 

言葉を全く話せず、聞いて理解することが困難である全失語の者でさえ、認定は上限の 3

級です。社会的生き者、人間としての話すこと聞くこと等が不自由という障害の重さに比し

て、この認定基準は障害に相当するものではありません。失語症の原因は脳の言語野の損傷

であり、他の代替手段を持たない障害であることを十分ご理解いただき、その障害の重さを

認識し、生活のしづらさ相応の適切な障害者等級の認定をお願いするものです。 

 

失語症の身体障害者手帳等級は、重度は１級から軽度は 7級までの広範囲の認定が必要 

その人それぞれの障害の重さに適した等級となるよう、失語症の身体障害者手帳等級に関

しては、重度は１級から軽度は 7 級までの広範囲な認定にしていただけるよう、一日も早く

見直しを望みます。失語症が軽度な者は、現行では手帳認定が受けられず、そのために申請

すらしていない（出来ない）ケースが多く、そのために障害者雇用の対象にならず、就労が

困難であり、就労場面においても差別を受けているものが多くみられ、不合理な格差におか

れています。 

早急に失語症を十分理解している専門家検討会議を開催し、身体障害者手帳の等級の見直

し を望みます。(また、身体障害者手帳の種別 1種 2 種に関しましても、廃止していただき

ますよう、併せてお願いいたします。) 

 

(2) 適正な障害等級審査 

「音声・言語障害」をその実態に即して適切に正しく評価する認定のあり方が必要です。 

現在、身体障害者手帳の交付申請に際して、都道府県の定める医師の診断書を添えて申請を

することになっていますが、現状は、耳鼻咽喉科のように、失語症を専門としない診療科の

医師の認定による診断となっており、正しく診断されているとは言えません。 

失語症を専門としない医師による障害等級認定は絶対に避けていただけるように求めます。 

中には、重度の失語症者であってもご本人の名前のみ言えたから 4 級とされたとの事例も

報告をされているところであり、失語症を理解した専門的な医師による診断を受けることが

できる、あるいは失語症専門医制度を設けるなど、失語症者にとって適正な障害等級審査が

確保されることを望みます。更に、失語症に関する適切な医学的知見に基づく等級判断を、

全国の各地域で確保するための措置が必要です。現在、厚労省では、等級制度の見直しの科

研費事業（失語症者の日常生活・社会生活の実態等に関する科研費事業）が行われています。

各制度の見直しが適正にされるよう、法第 16条や附則第三条の規定に基づき、必要な事項を

基本計画に明記してください。 
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２． 失語症者の地域の機能訓練事業所の整備と支援 

失語症は長期にわたって適切なリハビリ訓練を受ければ症状が改善するとの医学的見解が

示されているにもかかわらず、最も必要とされる、生活期・地域での言語機能訓練の環境が

無に等しく、失語症のある方々の社会復帰を阻んでいます。 

先般の診療報酬改定により長期リハビリテーション実施について、失語症にも 180 日の制

限ができました。国は失語症のある方がたに対する訓練・指導に関して、長期継続によって

も徐々に変化・改善が見込め、多くの専門家が研究を重ね、医療機関での長期訓練が認めら

れていたにもかかわらず、この度、制限が設けられました。各病院ではそれによりリハビリ

を継続できず、失語症者の機能回復が不十分のまま退院となります。もっとも、回復期病院

での失語症のリハビリテーションの形態及び機能回復訓練手法も生活期には役立たないもの

もあり、病院での不必要な長期入院は不要かとも思います。また、失語症のリハビリに関す

る専門家でもある言語聴覚士（ST）は 7 割以上が医療機関に在籍しており、福祉、介護現場

に従事する ST はごく少数となって居ます。地域での生きた言語機能回復訓練には、病院の

ような特殊で制限された場所ではできない、地域に根差した機能回復訓練施設の設置は喫緊

の課題です。しかしながら、現在ある数少ない地域の機能訓練事業所は押しなべて、介護保

険法下(共生事業所を含めて)の通所介護施設で専門職である言語聴覚士が機能訓練の役割を

担います。しかし、この数年の介護保険等のマイナス改定により、人員配置等に見合う満足

な収入が得られず、各事業所運営の継続が困難になっています。さらに、介護サービスでの

リハビリ訓練への加算がないため、機能訓練施設としての普及の前提を欠いている状況にあ

ります。介護保険法下での通所介護施設でのリハビリが認められない（それに見合ったリハ

ビリ加算が認められない）のであれば、地域に根差した機能回復訓練施設を設け、高い水準

を維持し、機能訓練専門である言語聴覚士の人数配置、グループ訓練・個人訓練での当事者

の年齢・生活に応じた社会参加に必要な言語機能訓練のカリキュラム作成、成果の提出など、

厳格なる基準を設け、それに応じた加算・減算をつけていただくことが必要です。 

これらの事業所が安定的な運営を継続しなければ、地域の失語症者が集い、個人個人に適

したカリキュラムと時間数で言語機能訓練を行い、家族の一員としての役割を取り戻し、社

会に復帰していこうとする失語症者の行く道を、閉ざすことになります。失語症者が人とし

て社会に生きる権利をも奪うものです。 

退院後の失語症のある方々の生活を支える施策として国は地域の失語症の機能訓練施設を

充実・継続させる支援をして頂くと共に、現在、言語聴覚士を何人も抱えているにもかかわ

らず、一般の高齢者デイサービスと同じような加算しかつかないため事業継続に困難な状況

にある失語症者の機能訓練施設やリハビリ特化型デイサービスへの支援策を講じていただき

たくことを要望します。さらに、言語訓練に関しては、失語症を理解しない医師の関与は不

要であり、専門職である言語聴覚士の特化した仕事として容認していただきたいと思います。  

地域に根差しているいくつかの言語機能訓練事業所は、失語症の相談窓口としての役割も

兼ね備えています。失語症当事者のみならず、家族、支援者からの相談も引きも切らず、地

域の失語症と家族が生活するための支えとなっています。高齢者向けのデイサービスの役割

とは大幅に違っています。失語症という人間の尊厳にかかわる障害の重さを十分ご理解いた
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だき少しでも生きる希望を取り戻せる環境を整備していただきたく要望いたします。 

 

３． 介護保険認定調査の是正 

失語症は脳卒中の後遺症の場合のみ、介護保険第 2号被保険者として認知されます。現在

の介護保険認定調査には、認知症を伴わない失語症のある方々への調査も含まれています。

認定調査票の中には、言語障害に該当する部分は、ただ１か所「3（認知機能）－1 意思の伝

達について当てはまる番号に一つだけ〇をつける」という項目のみ、この設問も考えように

よっては失語症者のそれではなく、認知症の方への項目とも判断できます。また、この項目

では、「失語症が原因で会話が成立しなくとも、本人の意思が伝達できる場合は、それが会話

によるものか、身振り等によるものか問わない。伝達する意思の内容の合理性は問わない」

と留意されています。つまり、失語症が原因で会話が成立しなくとも、意思の伝達が図れれ

ばよいということといえます。生活の基盤となるコミュニケーションが意思の伝達のみ成立

すればよいとは言えず、それでは情報の入手や伝達が困難な失語症者はコミュニティからも

孤立してしまいます。加えて、要介護認定の基準は患者の疾病、機能障害および能力障害を

中心に決定がなされている（またそのような設問項目が主になっている）ため、失語症など

の身体障害を伴わない障害者は低く評価されるケースが多くあります。 

介護は、ADL の不自由さだけで判断するものではないことをご理解ください。安らぐはず

の家族間で意思疎通さえも困難な失語症者とその家族は、コミュニケーションが取れないこ

とへの介護負担感の大きさは計り知れず、家族のストレスは増大します。失語症者の家族に、

離散、放置、離婚、自死、鬱などが多いことがその現状を物語っています。失語症者は、身

体介護はもとより、意思の伝達に関する介助を必要としている方が多くみられコミュニケー

ションの側面からも介護負担が増大していますが、そのことが介護保険認定調査では全く反

映されていないことも問題といえます。 

介護保険の認定調査項目に失語症者対象の項目はなく、失語症のある方の介護認定は、実

態と合わないものになっています。上下肢に麻痺のある失語症者は ADL の困難さもあり、認

定対象に合致することもありますが、麻痺の無い失語症者にあっては、介護認定すら受けら

れない、介護施設への通所さえできない、社会と断絶させられている現状にあることをご理

解いただきたいとおもいます。 

要介護認定項目に、失語症(認知症ではない意思疎通の困難さ)の項目を数項目導入してい

ただき、失語症者への介護認定基準を介護負担相応の認定で、人として社会的な動物の原点

であるコミュニケーションが取れないことに被介護者・介護者の障害相当の認定を望みます。 

また、介護保険認定調査員が調査をする際に、失語症の知識がないまま質問をし、失語症

の方が質問を正しく理解していないまま返事をしてしまうことが多くみられます。例えば、

質問された内容を、きちんと理解していないにもかかわらず、うなずいてしまったり、「は

い」と答えてしまったり、思ったことと違う他の言葉が出てしまうことがあります。そのよ

うな場合には必ず質問の内容を理解しているか確認をする必要がありますが、確認をせずに

誤ったまま進めてしまうと、その方が「質問を正しく理解している」となってしまいますし、

そのような反応を見て、「話すことは難しいが話の内容を理解している」と認定員は誤解し
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てしまいます。そのような結果介護判定が出てしまったという報告が何件も報告されていま

す。介護保険認定調査員が正しく障害を理解すること、また理解していないことで失語症の

障害の実態が適切に反映されない例が多数生じており、失語症の障害の実態に精通した言語

聴覚士（ST）などの専門職が関与する等の改善が必要だと考えています。 

 

４． 失語症者の就労支援 

これまでの説明通り、失語症のある方は様々な原因で大脳半球の言語野に損傷をきたし、

言語機能がうまく働かなくなり、言語の理解（聞く、読む）、言語の表出（話す、書く）に障

害があらわれます。言語野のどの部分が損傷したのか、どのように障害されているか、どれ

くらいの範囲なのかにより失語症の現れ方は千差万別です。また、意思の伝達手段だけの問

題ではなく、数の操作、言語記憶、ワーキングメモリーなどにも影響があり、更に身体機能

面での問題（右片麻痺などの運動機能面、感覚鈍麻などの感覚機能面）、高次脳機能障害（注

意、判断、問題解決能力、思考の柔軟性など）、脳の障害に起因する精神機能低下などが合併

する場合もしばしばです。 

 

(1) 失語症者への就労支援の必要性  

現代社会の中では失語症者の就労率は他の障害と比しても非常に低いものとなっています。

多量の情報交換やコミュニケーション能力を必要とする社会の中で仕事だけにとどまらず職

場の人間関係にも失語症の影響があらわれています。そのような失語症のある方々への就

労・復職支援は失語症のある方々が人として当たり前に生活していくための重要な施策であ

ります。また、失語症者は 30歳から 50歳の働き盛りの男性が多く（約 8割）、働き盛りの家

族の大黒柱が突如倒れることで家族全体の生活に大きな影響を及ぼしています。 

失語症があっても保たれている部分があり、社会性、人の表情や周りの雰囲気を読む、対

人関係にはほとんど影響は出ません。視覚的な記憶、時間や場所の見当識なども保たれる場

合がほとんどです。しかし、自己表現力が不十分なため、思っていることを伝えられず、能

力が低く見られたり、外見から以前（病前）と変っていないようにみられたりすることで、

過重なストレスとなることも多くみられます。たとえ復職や就職が出来たとしても、就労継

続(就業定着)が困難な要因にもなって居るともいえます。 

特に、失語症者の就労支援に当たっては、失語症の特性とその者の生活実態等を踏まえた

体系的な対策が必要であり、国においては失語症において求められる就労支援の在り方を早

急に検討するとともに、各自治体や支援機関における適切な取り組みの普及を行っていく必

要があります。 

 

言語機能支援と就労支援が一体的に提供されるような仕組みの構築や、その基で支援機関

は当事者の身体的心理的状態を見極めながら雇用者と連携して失語症者の能力や特性に合わ

せた職務と仕事を探り、十分な期間による職場の疑似体験などを設けるなどして（そのよう

な就労支援を行う機関として諸外国においては「失語症センター」という仕組みが措置され

ています）、失語症者の職場復帰を図っていく必要があります。 
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(2) 就労移行支援事業所における言語聴覚士の専門職加算について 

「平成 30年度障害福祉サービス等報酬改定」において作業療法士を配置している就労移行

支援事業所においては作業療法士を配置していない事業所と比べて、一般就労への移行実績

や職場定着の実績が高いことから、新たに福祉専門職員配置等加算における有資格者として

評価され、作業療法士の加算が認められるようになりました。失語症者の就労が難しい要因

として、言語機能障害がもたらす言語コミュニケーションの活動制限に起因され、その失語

症者の言語症状の正しい理解、職務上生じるコミュニケーションへの対処、残存機能の活用、

代替手段活用などについて正しく理解をしている言語聴覚士が介入し、適切に調整を図るこ

とが必要です。 

 就労移行支援事業所において、言語聴覚士の福祉専門職員配置等加算を加えていただき、

失語症のある方の就労支援をサポートする体制が必要です。それにより、失語症者の就労支

援、就労継続、また離職率の低下にもつながっていきます。 

 

※ 失語症は脳の言語機能に損傷を受ける障害であり軽度の障害であっても就労に対して

大きな支障をきたすものですが、失語症が軽度であれば身体障害者手帳の取得もできないた

め就労支援や障害者雇用の対象とならないという問題があり、この改善も必要です。（上記

１．参照） 

 

５． 失語症者の障害者年金等級の見直し 

2015 年には「障害年金の認定（言語機能の障害）に関する専門家会合」において失語症者

の障害者年金の診断書の改定などの見直しをしていただき感謝申し上げます。 

しかしながら、失語症という障害は、大脳の言語野の損傷であり、この部分はどうであれ

回復は致しません。人として当たり前の生活を脅かすような脳の障害を持つ失語症のため、

他の障害と比較しても就労を通じた稼得能力において著しい困難な状況に直面しているにも

関わらず、障害年金等級において失語症単独で「2 級以下」の制度しかない現状は甚だ疑問

です。 

専門家会合におきましては、単独で 1級が相当であるとの専門家の意見もあったにもかか

わらず、ヒアリングさえ実施されずに終局されたことは誠に遺憾でございます。 

今後、更に言語の専門家のご意見を集約していただき、失語症単独での障害年金１級認定

を認めていただきたく要望をいたします。 

なお、専門家会合においては、失語症は精神の障害や肢体の障害と併合認定することによ

り 1級となると指摘されたところですが、失語症は必ずしもの障害又は肢体の障害が合併す

るとは言えないとの医学的見地が示されているものであり、併合認定を理由に障害年金等級

の見直しを実施しないことは不合理に他なりません。 

前述しましたように、失語症者は就労がはなはだ困難な障害です。つまり、障害年金の等

級の認定基準に際しまして、年金の在り方を障害基礎年金に加え、「稼得能力の欠如」に着目

した障害者年金制度に是正することを要望します。現在の障害年金認定基準が障害の重さだ

けで基準となることに不合理があります。生活を営むのに必要な経費を障害が理由で稼ぐこ
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とができないことに対応するものが障害者の所得保障であるべきです。障害が理由で稼ぎ出

すことができない、という状態こそが、年金支給の判断基準となるべきであり、身体的障害

の軽重が基準となることは承服することができません。 

 

６． 失語症の福祉サービスの支給決定等に関して 

(1) 障害支援区分認定調査について 

障害者総合支援法における障害支援区分認定調査等手続きにおける医師の意見書や調査員

の調査書の作成にあたっては、失語症を理解したものによってなされることが必要です。現

在、失語症のある方が、障害サービス（介護給付・訓練等給付）を受ける場合、障害支援区

分認定調査が行われ判定を受ける必要があります。その際に、失語症を理解していない調査

員による調査により、失語症者が質問をきちんと理解せずに答えてしまったり、聞いた内容

を理解していないまま「はい」と答えてしまったり、自分思っている言葉とは異なる言葉を

言ってしまったりして、その内容を調査員はあたかも質問を理解していると判断し、判定内

容に影響を及ぼし、低く判定されてしまったというケースが多くみられます。 

 

(2) 障害支援区分認定調査内容、医師意見書内容について 

障害支援区分の創設にあたっての定義としては「障害の程度（重さ）」ではなく障害者等の

障害の多様特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示

すものとされています。 

しかし、現在の調査内容について、コミュニケーションについて判定するものは、ただ1

項目「3．意思疎通に関連する項目」の「3-3コミュニケーション」のみです。また、マニュ

アルでの留意点では「出来ない状況に基づく判断」においても、失語症者についての留意事

項はなく各々の調査員の判断に任されているのが現状です。 

更に、現在の認定調査内容では、身体的な機能の状況が身体障害（麻痺、視覚障害、聴覚

障害など）や医療的ケアの必要な方が重要視されており、身体には問題のない失語症の方な

どは評価が低くなる傾向にあり区分判定にばらつきが見られます。また、医師意見書の内容

についても、一次判定では「麻痺、関節の拘縮、精神症状・能力障害二軸評価、生活障害評

価、てんかん」のみが判定の項目となります。医師意見書様式においても言語障害等を記載

する項目がなく、一次判定での結果においても、（「特記事項」及び、「医師意見書（一次判定

で評価した項目を除く）」の内容で審査判定を行う）二次判定においても、失語症の方の症状

について記載できる項目がないため、正しく判定をされることはありません。 

      

     (2)で述べたように、障害支援区分は障害の重さではなく、支援の度合いと定義されている

にもかかわらず、身体状況や医療的ケアに重点が置かれ、失語症のように見えない障害につ

いて判定が低くなってしまうことは現実とかけ離れています。 

   

失語症のように見えない障害においても支援が常に必要だということを、あるいはどのよ

うな場面でどのような支援が必要なのかを細かく日々のエピソードの中から拾い出して、意
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見書を書いて下さる医師、更に調査員に伝え、理解していただく必要があります（また、そ

のような質問項目に変える必要があります）。その調査書や意見書が審査する側に渡り判定に

かけられるわけです。現実は、医師や調査員の書き方一つで、福祉サービスの程度が決まっ

てしまうという恐ろしい現実があります。 

以上は日常の生活上ですが、コミュニケーションに関しても、失語症の方が一人で行動す

る場合の在宅での要素、外出時での要素、非常時での要素など、それぞれどのような支援が

あればよいか、どのような支援が必要かを明確にしていく調査でなければなりません。 

 

コミュニケーションというものは、言葉のキャッチボールであり、簡単に考えても、相手

の情報を聞き、理解し、自分の答えを考え、用意し、発信するものであり、判断基準の中で

示されているような項目は失語症のある方には不適合なものが多い。判定基準の統一、また、

認定調査委員の教育徹底をお願いするものです。また、認定手続には、言語聴覚士のように

失語症の障害に精通した専門職が関与するべきです。 

 

７． 失語症者の意思疎通支援と基本的人権の保障 

失語症者のコミュニケーション支援に関しては、2018 年度より、順次各都道府県で意思疎

通支援者の養成・派遣事業が開始されております。意思疎通の代替手段が全くなかった失語

症者にとり、このような支援者の養成・派遣は本当にありがたく、感謝申し上げる次第です。 

47 都道府県すべてで、養成・派遣が開始されますように、再度、通達を出していただけま

すと幸いでございます。とある県では、県の担当者に支援者の派遣をお願いすると、当県に

は失語症のある人（当事者）はいないと、言い張る窓口担当者の存在もあると報告を受けて

います。 

 

(1) 失語症意思疎通支援者の人数確保、および能力、資質向上について 

現在は、地域生活支援事業の意思疎通支援者を養成しています。しかし、前述通りとある

県では失語症のある方は当該県にはいないという担当者がいるなど、いまだ十分な支援者人

数の確保、具体的、実用的かつ有効な支援の実態がありません。失語症意思疎通支援者の能

力・資質向上がのぞまれます。 

さらに、支援が必要な失語症者に対しての派遣が全国でほとんど実施されていません。現

在は日常の生活の中の意思疎通支援者となっていますが、その役割を果たせていない現状で

す。意思疎通支援者の派遣は失語症ある人にとって、当たり前の生活を維持するためには、

必要不可欠な人材です。 

 

 役所や銀行、病院などに付き添い意思疎通支援をする 

 日常生活の中で、失語症のある人が支援が必要な時に、支援をしてくれる支援者。   

    （コロナ自粛期間以外で、家族の同行ができなくなり、支援を頼んだころ、コロナ禍なのでと

断られた事例あり） 

  ⇒厚労省に問い合わせたところ、地域支援事業は位置づけがボランティアベースなので、要請が



11 
 

あっても断ることができる）とのこと。 

 会や会議の折に、会議の進行内容を失語症者に知らせ、また失語症当事者の意見を詳しく代弁

できる 

 独居者への支援 

 災害時の情報保障 

 地域生活での支援（回覧板の理解、宅配便の再配達の依頼、押し売りとの問答等） 

 コンビニ、スーパー、デパート、等での買い物 

 娯楽等ですら、楽しむことが困難である。映画、カラオケ、美術館、老人クラブ、旅行、スポ

ーツ等を自由に楽しめない。さらに、ネットでのチケットの購入、座席の予約、等も、いちい

ち窓口に購入に赴くわずらわしさも重なる。）、 

      

(2)法的に定められた意思疎通支援者の養成に関して 

失語症者の意思決定場面と司法等に関わる場面に関しましても、失語症の特性を十分理

解した法的に認められた「意思疎通支援者の養成」を望みます。失語症者の基本的人権を守

るために障害者サービスによる確固たる意思疎通が可能な支援者が必要不可欠です。 

また、法第 18条に定める各地域における患者・家族への相談支援体制の整備が必要です。 

 

一日も早く、失語症のある方々の基本的人権にかかわる以下のような案件等に関して、支援をする

法定代理人を含む、支援者の養成派遣を望みます。 

 裁判での証言などの支援 

 選挙権、被選挙権の行使時の支援 

 警察、交通事故などでの、証言の支援等 

 成年後見制度の行使や、遺言作成時等の支援 

 必要・緊急時の支援が必要な際の支援 

 

国として、障害者総合支援法の各自治体の障害福祉計画の PDCA サイクルの実効化の確保のために必

要な措置を講じることを要望します。 

 

以下のような法的に定められた養成派遣の資格認定を要望します。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

失語症意思疎通支援者にも、手話通訳の方々と同じような資格者の養成派遣を望みます。 
・手話通訳士 （厚労省認定技能検定試験）   ⇒失語症意思疎通支援士 
・手話通訳者 民間資格（全国統一試験）    ⇒失語症意思疎通支援者 
・手話奉仕員 ボランティア（全国手話検定試験）⇒失語症会話パートナー 
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8．コロナ禍での現状 

 

現在までに、以下のような報告がありましたので、ご参考まで。 
 ・外出制限などのニュースが理解できないことや、三蜜、クラスター、パンデミック、オーバ

ーシュート、ロックダウンなど、新しく聞く言葉や、カタカナも多く、ニュースの内容が理

解できません。 
・ファミリーレストランなどでは、店員の数が減少や接客時間の縮小で、タッチパネルや、メ

モ用紙に書くなどの注文形式が増えて、全ての行動に制限が出てきています。 
・人との対話が減ることで、関係が希薄になり、親身になって言葉を理解してくれる機会が減

っています。わからないときに人に尋ねることがしにくい、足を止めてくれる方が少なくな

りました。 
 ・マスク越しの対話で、相手の声が聞き取りにくい、表情が読み取りにくい、感情がつたわり

にくいことが多いです。リモートでのやり取りが多くなり、（使い方がわかっても）伝わりに

くいことがあります。 
 

 

以上 



 



2020年 11月 24日 

「生殖補助医療等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案」

に関する緊急要望 

衆議院法務委員会 

 委員長 義家 弘介 様 

  与党筆頭理事 稲田朋美 様 

  野党筆頭理事 階 猛 様 

 

認定 NPO法人日本障害者協議会（JD） 

代表   藤井 克徳 

 

今国会において、議員立法で提出されている、「生殖補助医療等及びこれにより出生した子の親子関係

に関する民法の特例に関する法律案」（以下、法案）について、以下の理由から法案第 3 条 4 項の削除を

求めます。 

今国会において、議員立法で提出されている、「生殖補助医療等及びこれにより出生した子の親子関係

に関する民法の特例に関する法律案」（以下、法案）については、すでに関係団体よりさまざまな問題点が

指摘されています。また、重大なテーマにありながら審議の拙速さにも懸念を覚えます。 

全体的な問題や懸念事項については、他の意見に委ねるとして、ここでは、障害分野として看過できない

問題に絞って、緊急に要望します。具体的には、法案第 3 条 4 項の削除を求めます。理由は、以下の通り

です。なお、当会は、優生政策に関しては、一貫して慎重かつ厳正な姿勢を取ってきました。今回の緊急要

望もこれに立脚したものです。 

 

１．本法律案の基本理念第 3 条 4 項には「生殖補助医療により生まれる子については、心身ともに健や

かに生まれ、かつ、育つことができるよう必要な配慮がなされるものとする」とあります。前段部分の「心身とも

に健やかに生まれ」という表現は、1996年に廃止された優生保護法の第１条「優生上の見地から、不良な子

孫の出生を防止する」につながりかねません。障害者を「不良」とする立法理念の下で、おびただしい無抵

抗状態の人たちが優生手術を強いられました。辛苦の過去を彷彿させるような、また誤解を招くような表現

は、一切これを用いるべきではありません。 

 

２．立法で明記される「心身ともに健やかに生まれ」は、同じ表現を日常の社会生活上で用いるのとは全く

意味を異にします。立法理念として謳われたのと同時に、それは優生政策の域に入ったも同然です。こと優

生政策に関する動きについては、厳格さをいくら求めても過ぎることはないように思います。 

 

３．「心身ともに健やかに生まれ」という響きには、そうではない人に特別な感覚をもたらします。障害当事

者や家族の中には、どうしようもない疎外感や負い目、悲しみを抱く人がいるはずです。新たに生まれる法

律において、なぜ特定の人たちの存在を否定する内容を盛り込んだのか、理解に苦しみます。立法府の見

識が疑われます。他方、批准された障害者権利条約第 17 条には、「その心身が、そのままの状態で尊重さ

れる権利を有する」とあります。法案第 3条 4項はこれに背くものです。 

 

最後になりますが、昨年制定された「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支

給等に関する法律」の背景を想起する必要があります。この法律は、「不良な子孫の出生を防止する」を旨

とする優生保護法の猛省の上に打ち建てられたのです。この法律の背景や内容に立脚するならば、法案の

第 3条４項はあり得ないと考えます。 

以上の理由から、ここに改めて法案から第 3 条 4 項の削除を求めます。なお、すでに通過している参院



 

日本障害者協議会(ＪＤ) 
  賛助会員・寄附大募集！  

 
 

✤ＪＤの趣旨・目的とは？✤ 

「完全参加と平等」や「ノーマライゼーション」の実現を目的として、障害の種別や立場、考えの 

違いを乗りこえ、緩やかな団結のもとに活動を行なっています。 

✤JD誕生のきっかけは？✤ 

国連・国際障害者年(1981年)を日本でも成功させようと、それまで個別の活動をしてきた多くの障 

害関連団体が大同団結して結成されました。設立は 1980年４月 19日。2012年に NPO法人となり、 

2015年３月に認定 NPO法人の認定をうけました。加盟団体は現在 60です（裏面）。 

✤どんな活動をしているの？✤ 

月刊情報誌「すべての人の社会」の発行や、ＪＤとしての意見を発信して行政や国会議員に届けたり、  

障害分野の調査・研究などを行なっています。障害者権利条約の理念に基づくテーマでの講座や集会 

の開催、各地の学習会等への講師派遣事業も行なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

✤賛助会員✤ 

〈個人賛助会費〉年間 1口 4,000円 〈団体賛助会費〉年間 1口 10,000円 

※月刊情報誌「すべての人の社会」をお送りします。視覚障害の方にはテキスト版をメール送信します。 

障害問題を考え、運動として取り組む上で必要かつ重要な情報が満載です。 

✤寄附－認定NPO法人の税額控除が受けられます－✤ 

   ご寄附をいただいた方には、｢寄附金受領証明書」を発行します。これを確定申告の際に提出されますと 
寄附金控除等、税が優遇されます。1口 3000円（ですが1円からお受けします）。ご寄附は、JDの活動が広く 
市民の支持/支援を受けているかどうかの判断基準であり、認定 NPOの大切な要件となっています。 
ご支援いただければ幸いです。ご送金の際は【寄附○○円・ご住所・お名前】を明記してください。 

✤申込方法✤ 裏面の申込欄にご記入の上、メール、FAX等で JD事務局へお送りください。 
 

 

ＪＤは認定 NPO法人です。ご寄附により税制優遇が 
ご利用いただけます。趣旨・目的に賛同し財政面で 
支えてくださる賛助会員も募集しています。 

 
 

 

▼すべての人の社会 

   

 

▼JDブックレット 

 
 

▼えほん障害者権利条約 

 

✤ 災害による被災障害者支援募金受付中 ✤ 
～緊急災害時の障害者支援、防災などを含め、災害に関する総合支援活動に活用します～ 

＊振込先(災害支援専用口座) ①郵便振替：００１７０－１－４５７１４４  
②ゆうちょ銀行 〇一九(ｾﾞﾛｲﾁｷｭｳ)店当座０４５７１４４  

① ②とも、口座名義は、日本障害者協議会です。 

 



 
✤加盟団体は？✤ 
障害当事者の運動団体をはじめ、障害者の家族、施設、社会福祉、教育、医学・リハビリテーション関連の専門
職、研究者など多彩です。“障害”にかかわるさまざまな団体が加盟していることが一番の特長です。正会員と
して加盟してくださる団体も募集しています。 
 
✤JD正会員団体✤ 
■NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構■きょうされん■公益財団法人共用品推進機構■NPO法人筋痛性脳脊髄炎の会
■口と足で描く芸術家協会■NPO法人埼玉県障害者協議会■障害者(児)を守る全大阪連絡協議会■障害者の生活と権利を守
る全国連絡協議会■障害者の生活保障を要求する連絡会議■障害乳幼児の療育に応益負担を持ち込ませない会■NPO法人全
国 LD親の会■全国救護施設協議会■全国視覚障害児(者)親の会■社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会就労センター協議会
■社会福祉法人全国社会福祉協議会全国身体障害者施設協議会■一般社団法人全国手話通訳問題研究会■全国障害者とともに歩
む兄弟姉妹の会■全国障害者問題研究会■一般社団法人全国腎臓病協議会■NPO法人全国精神障害者団体連合会■NPO法人
全国精神障害者地域生活支援協議会■一般社団法人全国知的障害者施設家族会連合会■一般社団法人ゼンコロ■一般社団
法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会■公益財団法人鉄道弘済会■社会福祉法人鉄道身障者福祉協会■東京都身障運転
者協会■長野県障害者運動推進協議会■奈良県障害者協議会■NPO法人難民を助ける会■NPO法人日本アビリティーズ協会
■一般社団法人日本音楽療法学会■一般社団法人日本筋ジストロフィー協会■一般社団法人日本車椅子シーティング協会
■一般社団法人日本言語聴覚士協会■NPO法人日本高次脳機能障害友の会■一般社団法人日本作業療法士協会■社会福祉法
人日本肢体不自由児協会■一般社団法人日本自閉症協会■公益社団法人日本社会福祉士会■一般社団法人日本手話通訳士
協会■公益財団法人日本障がい者スポーツ協会■公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会■日本職業リハビリテ
ーション学会■公益社団法人日本整形外科学会■公益社団法人日本精神保健福祉士協会■NPO法人日本セルプセンター■社
会福祉法人日本点字図書館■公益社団法人日本てんかん協会■一般社団法人日本難病･疾病団体協議会■公益社団法人日本
発達障害連盟■日本病院・地域精神医学会■一般社団法人日本福祉のまちづくり学会■社会福祉法人日本盲人社会福祉施設
協議会■公益社団法人日本リウマチ友の会■公益社団法人日本理学療法士協会■公益社団法人日本リハビリテーション医
学会■一般社団法人日本臨床心理士会■NPO法人発達保障研究センター■無年金障害者の会  2020年 8月現在(60団体) 
                  
 

 

NPO法人日本障害者協議会（JD）TEL 03-5287-2346  FAX 03-5287-2347 Ｅメール：office@jdnet.gr.jp 

 〒162-0052 東京都新宿区戸山 1‐22‐1 ホームページ http://www.jdnet.gr.jp/ 

〈振込先〉 
■郵便振替口座 00120-2-70876 日本障害者協議会 
■ゆうちょ銀行 当座 店名 〇一九 店（ｾﾞﾛｲﾁｷｭｳ店）口座番号 0070876 名義：日本障害者協議会 
■巣鴨信用金庫 早稲田支店  口座番号：(普)3116627  

名義：特定非営利活動法人日本障害者協議会 ﾄｸﾋ)ﾆﾎﾝｼｮｳｶﾞｲｼｬｷｮｳｷﾞｶｲ 
 

 

ご記入の上お送りください。ＦＡＸ：０３－５２８７－２３４７ 

▼ご希望の欄にチェック☑をご記入ください。 

□ＪＤ賛助会員を申し込みます。個人   口、団体   口（      年度より） 

□寄附      円を申し込みます。         申込日      年  月  日 

※上記の郵便振替口座へご送金ください。賛助会員の方には情報誌を、ご寄附の方には寄附金受領証明書をお送りいたします。 

※個人情報はJD主催の集会等の案内に利用させていただく他は使用いたしません。 

ご氏名
ふりがな

 
ご所属団体等があればご記入ください。 

ご住所 〒 

 

※昼間つながる番号をお書きください 

TEL      （       ）      FAX     （      ）      

携帯番号                  Ｅメール 

 

 

お申込み・お問い合せ先  

賛助会員・寄附申込書 

▼QRコードからもお申し込みいただけます。 

    
▲賛助会員  ▲ご寄附  

 

mailto:office@jdnet.gr.jp
http://www.jdnet.gr.jp/
https://twitter.com/NPOJD
https://www.facebook.com/jdNPO


 

 

ＪＤ 40周年 オンライン集会/シンポジウム 

国際障害者年前夜からの 40年をたどり 

  未来を展望する集い 
* Zoom ウェビナーにより行います。⋆立憲民主党フェス版⋆ 

◆日 時：2020 年１２月１２日(土)午後 1 時～4 時 

◆参加費：1,000 円（資料代込み★JD40 年の記録贈呈）〆切12月7日（公開リハーサルは終了しました） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《お申込みから参加までの流れ》             

❑ウェブ（右の QR コード）よりお申込みください。JD事務局へお申込みの場合はメール 

で、お名前・メールアドレス・〒住所・携帯番号および手話通訳・要約筆記・点字（要約  

版）の希望をお知らせください。   

→ 資料送付（12月 4日頃を予定）  

→ 資料が届きましたら参加費をご送金いただきます（振込用紙同封）                 

→ 公開リハーサル（当日スムーズにつながるために)               

→ 配信 URLをお知らせします → 12月 12日参加                    
 

公益財団法人ヤマト福祉財団より、 

                                                     障がい者福祉助成金を受けて行います。 

【主なプログラム】 

■写真や映像で見る JDの 40年 

■記念シンポジウム  

障害者権利条約にふさわしい施策の実現をめざして-これからの障害者施策を展望する- 
【シンポジスト】＊五十音順 
井上 育世（全国 LD 親の会理事長） 
上田  敏（元東京大学教授・日本障害者リハビリテーション協会顧問） 
福田 暁子（全国盲ろう者協会評議員・前世界盲ろう者連盟事務局長） 
増田 一世（やどかりの里理事長・JD 常務理事） 
松井 亮輔 (法政大学名誉教授・日本障害者リハビリテーション協会副会長・JD顧問) 
・コーディネーター 藤井 克徳（JD 代表） 

  ※途中休憩があります。 

 ※指定発言 １．太田修平（障害者の生活保障を要求する連絡会議参与） 

       ２．佐藤久夫（日本社会事業大学名誉教授） 

 

 

 

 

 

2020 年は、日本が国連・障害者権利条約の締約国となって初めて、障害者権利委員会の審査により、

総括所見が出される年です（covid-19 パンデミックのため延期となっています）。そして、国連・国際

障害者年（1981 年）を成功させようと、障害者団体が大同団結し、当会が 1980 年に設立されてから

40 周年にあたります。この大切な節目に、障害分野を振り返り、未来を展望する集会をオンラインで

開催します。 

シンポジウムでは、障害(者)をとりまく社会や暮らしの実情から政策評価などを行い、今後を展望しま

す。JD の設立に携わった方から次代を担う方まで、共に語り合い、インクルーシブ社会のための運動の

広がりをめざします。 

 



主催：認定ＮＰＯ法人日本障害者協議会(ＪＤ)     
〒162-0052 東京都新宿区戸山 1-22-1  Ｅメール：office@jdnet.gr.jp 
TEL 03-5287-2346 FAX 03-5287-2347 HP http://www.jdnet.gr.jp/ 

 

 

mailto:office@jdnet.gr.jp
http://www.jdnet.gr.jp/


法務委員会での審議にあって、この点は触れられませんでした。衆院法務委員会の審議に際しては、この

点を十分に深めることを重ねて求めます。 

 

◆参考： 認定 NPO法人日本障害者協議会が提出・公表した一時金支給法関連の提案、声明、要望 

 

・優生保護法被害者に対する謝罪と補償等に関する提案書（第一次 2018.11、第二次 2019．2）  

・旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案」に対する緊急

声明 2019.3 

・旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案」衆議院厚生労

働委員会採決にあたっての緊急声明 2019.4 

・国は憲法違反を認め、被害者の人権回復を！「旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する一

時金の支給等に関する法律」の成立にあたっての声明  2019.4 

・旧優生保護法一時金支給法第 21条に基づく調査への要望 2020.6 
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患者・家族調査︓新型コロナウィルスに対する認識

⾮常に⾼い脅威

52%

⾼い脅威

38%

低い脅威 7%

⾮常に低い脅威 3%

⾮常に⾼い脅威

72%

⾼い脅威

24%

低い脅威 3.6%

患者⾃⾝の脅威の認識 家族から⾒た患者への脅威の認識

n=251 n=103

患者も家族も新型コロナウィルスを⾼い脅威と回答。
家族のほうがやや脅威に思う度合いが強い

→当事者だけでなく⾃分（たち）の感染も気にしなければならないからか
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キャンセル 3%

延期

23%

経験なし

42%

関係なし

32%

患者・家族調査︓コロナ以後の治療・通院の変化

キャンセル 4%

延期

33%

経験なし

42%

関係なし

21%
⻑くなった

26%

短くなった

5%

変わらない

69%

n=354 n=348 n=347

主治医との⾯談の中断/延期 検査の中断/延期 通院頻度

⾯談の中断/延期は37％、検査の中断/延期は26％が経験している
（どちらも期間中治療・通院機会があった⼈のうち約40％）

通院頻度も26％が間隔が⻑くなったと回答

（中断） （中断）

（期間中機会なし）
（期間中機会なし）
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患者・家族調査︓治療の中断に対する認識

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

治療中断は⽣命の脅威

治療中断は健康に悪影響

絶対にそうだ 多分そうだ
おそらくない 絶対にない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

治療中断は⽣命の脅威

治療中断は健康に悪影響

絶対にそうだ 多分そうだ
おそらくない 絶対にない

患者⾃⾝の認識 家族の認識

58.3%

74.2%

55.8%

75%

n=204

n=213

n=95

n=100

患者⾃⾝・家族とも60％弱が 治療中断を ”⽣命の脅威”、
約75％が ”健康に悪影響”と回答



 



高次脳機能障害とは･･････
事故や病気などで脳にダメージを受けた
結果、発症する認知機能の障害

特に重度者の場合は、 日常生活や
社会生活に「大きな制約」を受ける

高次脳機能障害を理解して！ by 脳損傷・高次脳機能障害サークルエコ－



脳損傷・高次脳機能障害

サークルエコーから議員さんへのお願い

重度者の当事者・家族の「不安を解決」してほしい

大
「介護者なき後」における
当事者の「生活の場の確保」
および「支援」

「介護者いる今」の、
当事者・家族の生活支援
（介護ストレス含む）

「介護者ととも」に
実態の情報共有・理解促進

<<不安の
重要度>>

中

小

法制化

・高次脳機能障害
支援法；仮称

重度者向け
グループ
ホーム

パーソナル
アシスタント

高次脳加算

リハビリ強化
・多様化

<<「不安」解消のためのコンセプト>>

障害者教育
徹底強化

・差別禁止
・学校教育
・社会教育

支援者の
理解促進・
啓蒙活動

社会資源の
提案・活用・
開発

教育体系整備

運用拡大

・介護保険法
・障害者総合

支援法
・障害者差別

禁止法など

<<対応 → 具体的施策例>><<ベースの考え方>>

中

地域・支援者・
家族の連携



 



発達障害当事者協会 

 

 

活動趣旨 

発達障害当事者協会は、制度の狭間におかれた発達障害当事者の声を社会に届け、発達 

障害のある人が生きやすい社会を目指して活動しています。 

 

政策要望 

就労以外の支援がなく、居場所や当事者会に対する支援が必要。特に、就職氷河期世代や 

コロナの影響でリストラされた人などは、ひきこもり状態になりやすく、居場所や当事者

会に参加することで、社会との繋がりが持てるケースも多い。また、発達障害は出来る事

と出来ないことの差が激しいため、出来ることをみて評価されてしまうと、出来ないこと

は何倍も努力しているため常に疲弊している。そのような中、当事者会で悩みや自分らし

さを打ち明けることが、QOL向上に繋がり生活力が UPしていくので居場所や当事者会に 

対しての手厚い支援を望んでいる。 

 

医療機関の不足問題。発達障害を診断できる医師不足と大人の発達障害を支援するショー

トケアを実施する医療機関が非常に少ない。中には、初診希望者が 1000名待ちという療

機関もある。診断がつかなければ、障害者手帳の取得が出来ず、障害者枠での就労支援も

受けられない、学齢期は通級指導学級等へ入れないという問題が起こっている。発達障害

を診断できる医師の育成が急務の課題である。 

 

グレーゾーンの問題について。発達障害では、専門医不足などで発達障害の困り感があり

ながら、診断がつかない（分からない）ケースが急増している。障害者枠の配慮がないた

め、中には勤め先をリストラされるケースもあり、グレーゾーンの人の就労支援が課題と 

なっている。 

 

感覚過敏の問題。コロナ禍で、マスク着用が義務付けられているが、発達障害者の中には 

感覚過敏でマスクを付けられない人がいる。マスクをつけると皮膚に蕁麻疹が出る、呼吸 

困難になる等の人もいるため、マスクが着用出来ない人もいることを知って貰いたい。 

 

コロナ禍の影響で、弱者である発達障害者のリストラが増えている。その結果、就労移行

支援等へ行く人が急増している。今まで、非障害者として働いていた人が、リストラ等に 

より、軽度知的障害や発達障害と判明するケースが増えており、その人たちへの支援が必

要である。これは発達障害が診断できるようになって 15年程度しか経過していないため 

発達障害と気づいていない大人がリストラを機に気づくケースである。今後も増えていく

ので、支援策を考えて頂きたい。 
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