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高知県精神障害者地域支援施設連絡会研修会

『高知らしい福祉・これからの日本型福祉』
日時：平成21年3月7日㈯
場所：高知市立自由民権記念会1階民権ホール
講師：土佐の太平洋高気圧 代表 近藤秀夫
近 藤 氏 は 昭 和10年 岡 山
県生まれ。16歳のとき重量
物運搬の仕事中の事故で脊
髄骨折し車椅子の生活とな
る。昭和39年車東京パラリン
ピックの車いすバスケット
ボール日本代表。昭和40年に
は日本で初めて車いすフル
マラソンに参加。
昭和49年東京都町田市の福祉事務所に就職、
「車椅子
のケースワーカー」として『町田市の建築物等に関する
福祉環境整備要綱』作成に関わるなど「福祉の町田」と呼
ばれる町づくりに関与。DPI（障害者インターナショ
ナル）結成世界会議（シンガポール）に参加するなど国内
外にひろく活躍。平成7年の退職後も福祉専門学校の講
師を務めるなど町田市を中心に活動をしてきた。平成
19年末に夫人の郷里安芸市に転居。現在も各地の施設・
団体の運営に関与している。
（著書）『車椅子ケースワーカーの7600日』

（2003・4第2刷 自治体研究社）

昔安芸市に遊びに来て堤防に釣りをしに行くと、
先に来ていた人たちが釣り竿をあげて戻ってくる。
義父に聞けば「車いすの釣り人より先の堤防で釣り
をしない」
（＝条件の良い場所をゆずる）ことになっ
ているという。そのような風土や気質が安芸の町に
は自然にそなわっている。
安芸市には統計上は1000人を超える障害者が生活
目

次

しているが、街でその姿を見かけることは少ない。町
田市では車の車高が自動的に低くなるノンステップ
バスが路線バスとして走っていて、車いすのままバ
スに乗ることができるが、高知にはまだない。公共施
設の障害者トイレも使い勝手や不具合を障害者に聞
いているだろうか、と思わせるものがある。
「よさこい前夜祭」の舞台を見るのに車いす用の
見学席を設定してあったが、適切な案内表示が無く
私以外に利用した人がなかった。くろしお鉄道の車
両は一両ごとに障害者専用のトイレと指定席があ
り、安芸駅には段差がないのに、一番新しい高知駅
のホームには段差と隙間がある。
このようにバリアフリー法など障害者福祉の諸
制度が高知にもいくつも種をまいてくれているが、
それが充分にはつながっていない。与えられた制度
やサービスに守られているだけでなく、それを使っ
てみて声を出さないと障害者が地域に姿を見せる
機会が増えていかない。もっと地域の理解を得て、
障害者も地域の人として「いる場所」のある社会を
作っていく活動が必要だ。
幸い高知にはたくさんの祭りがあり、それぞれが
ひとつでも弱者への配慮をしたあたたかいもてな
しにもとづいたもの、と訴える機会にすることがで
きれば、観光産業の突破口にもなるのではないか。
気候のあたたかさ、食べ物の新鮮さ、人のおおらか
さ、高知だからこその風土に障害者への配慮という
気配りを加える活動を、
「土佐の太平洋高気圧」とい
うエネルギーを名前にして展開することを計画し
ている。高知らしい福祉のあり方が、これからの日
本型福祉の原形になると期待している。
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「こうしたいがよ。〜夢と希望をともに〜」
第24回中四国精神保健福祉士大会
大会長 徳平 真紀（土佐病院）
去る２月21日・22日に第24回中四国精神保健福

利救済 第5章損害賠償立証責任等

第６章

罰則

祉士大会が、高知市において開催されました。大会

及び附則）50条文のこの法律の核心は権利救済に

テーマは「こうしたいがよ。〜夢と希望をともに〜」

あり、差別を受けた人は国家人権委員会に陳情で

で、分科会では、当事者の「こんなふうに生きてい

きるようになりました。①その差別を中止させる②

きたい」という思いをどう支援していくのか、ワー

受けた差別に対しての保障する③差別を起こさな

カーの役割や専門性について、各県の実践に学びま

いように予防する等の機能を持っています。法施行

した。

後、障害者差別の陳情件数が増えるなど効果もあら

また、今大会は日本精神保健福祉士協会との共催

われていますが、解決されたのは1/3という状況で

で国際セミナーとして、ぺ・ユンホ先生に「韓国障害

あり、また解決に時間がかかりすぎるという課題も

者差別禁止法について−法制定の経過と今後の課

挙げられました。

題」と題して、講演をしていただきました。障害のあ

最後にぺ先生は「当事者が声を上げることが重

る方々の人権擁護に関わっている私たちにとって、

要。日本にも早く法律が制定されることを望んでい

大変興味深いお話でした。

ます。」という言葉で締めくくられました。日本にお

少し内容について触れてみますと、この「障害者

いても障害者差別禁止法制定について検討されて

差別禁止および権利救済等に関する法律（障害者差

い る 中、韓 国

別禁止法）」は2008年4月に施行されたばかりの法律

の先駆的なこ

です。ぺ先生はバリアフリーと移動権の専門家およ

の法律には学

び活動家で、この法律の制定に中心的に関わってこ

ぶべき点が多

られました。283の障害者団体が連帯をつくり、粘

く、示 唆 に と

り強く続けた運動の結果、当事者の生の声を反映さ

ん だ 内 容 で、

せたこの法律の施行に至りました。６章（第１章  総

私 た ち に「 夢

則

障害女性および

や希望」を与

障害者差別是正機構及び権

えてくれた講

第２章

障害児童等

差別禁止
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第３章

演でした。
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Ⅰ と
き 平成21年2月25日㈬
Ⅱ と こ ろ 高知県民文化ホール（グリーン）

①芸陽病院
「紅白歌合戦」

②高知ダルク
「キューティハニー、夜空のムコウ」

ブラダ」

⑤同仁病

オ
、オブラディ

「枯葉
院 コーラス
③石川記念病

ち」他

るいいの
音楽隊「まあ

キッチン
⑥南国病院

院「同仁病

④高知ハーモニーホスピタル

創作劇「浦島太郎」

⑧メンタルクリニックちかもり
合唱「糸」

⑩藤戸病院 コーラス「手紙〜拝啓十五の君へ〜」

⑦芸西病院

楽奏「ふる

ケーショ

さと、上を

ン」

向いて歩こ

う」

⑨土佐病院
よさこい鳴子踊り

⑪海辺の杜ホスピタル 1970年代にタイムスリップ

⑫細木ユニティ病院 ユニティ雅楽「越天楽」

平成20年度 第12回文化交流会受賞結果

⑬表彰

院のヴァ

・文化交流会大賞
・如月大賞
・パフォーマンス大賞
・ベストヒット個人賞

高知ハーモニーホスピタル
藤戸病院
細木ユニティ病院
乙姫様（高知ハーモニーホスピタル）
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第1回フレンドCup高知

第13回ほっとはあとソフトバレーボール大会

Ⅰ と
き 平成21年3月12日㈭
Ⅱ と こ ろ 高知市東部総合運動場くろしおアリーナ

Ⅰ と
き 平成21年3月19日㈭
Ⅱ と こ ろ 高知市総合体育館メインアリーナ

高知県立障害者スポーツセンターでは、平日に開催
することで精神障害者がスポーツに参加しやすい環境
をつくり、体力の維持増進と社会促進のきっかけを作る
ことと、公営の施設で開催することで県民への障害の理
解を図ることを目的に、卓球とバドミントンの新しい大
会を企画開催しました。参加者の募集とともに大会の名
称も公募され「フレンドCup高知」と決定しました。
競技は高知県卓球協会と高知県バドミントン協会の
有志が運営を主管し、ボランティアグループ「ほっとは
あと」が協力しました。卓球には28名、バドミントンには
16名の参加があり、それぞれ予選と決勝トーナメント
を競い合いま
した。障害者ス
ポーツセンター
では今後同様に
障害者の参加で
きる競技種目の
大会を増やして
いきたいとのこ
とでした。

御芳志への御礼
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県下から19チームの参加があり、トーナメントが
行われました。

優 勝
準優勝
第三位

フリースタイル（海辺の杜ホスピタル）
みどりA（みどり作業所）
南国ジキル（南国病院）

本年度の協会活動へのご寄付・協賛ありがとうございました。

平成20年度寄付金入金先
朝倉病院
いずみの病院
田中整形外科病院 恒石皮膚科
ハンズ高知フレッククリニック
大杉中央病院
石黒小児科
須崎くろしお病院
田野病院
高知ビル美装㈲
㈲三和水産
篠原化学薬品㈱
㈱城西館
ネッツトヨタ南国㈱ 東洋電化工業㈱
司牡丹酒造㈱
㈶豊仁会


上町病院
出原診療所
前田照彦
木下 昭男
津田クリニック
三誠産業㈱
新高知基準寝具㈱
西松建設㈱四国支店
アステラス製薬㈱

国吉病院
図南病院
山下脳神経外科
葛岡 哲男
松岡内科
四国電力㈱高知支店
㈱末徳屋医療器店
黒岩工業㈱
大日本住友製薬㈱

高知記念病院
長尾神経クリニック
渭南病院
酒井医院
森木病院
四国電話工業㈱
大旺建設㈱
㈱四国銀行 山田支店
武田薬品工業㈱

だいいちリハビリテーション病院
服部内科
井坂皮膚科
宇賀 茂敏
坂本内科
佐々木内科
㈱阿波銀行高知支店
システム空調㈱
大伸フーズ㈱
㈱太陽
大成建設㈱四国支店
吉冨薬品㈱
（敬称略：順不同）

