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ボウリング大会  

9 月 2 日（日）岩屋キャノンボウルにて毎年恒例の育成会ボウリング大会が開催され、たくさんの会員さん

に参加していただきました。 

2 ゲーム行ったのですが、1 ゲーム目が終わった時点で上位 10 名の方の表彰を行い賞品をお渡しし、参加

者全員と付添の方にも参加賞が配られました。ゲームを楽しむ会員さん、ボウリングの音に負けずおしゃべり

に花を咲かせたり大きな声援を送る付き添いの父兄の方々、和気あいあいとした大会になりました。 

来年度も開催する予定ですので皆さん是非ご参加ください。 

     

上位入賞者の皆さん  いい笑顔です 

手をつなぐ作品展  

毎年恒例の県育成会の絵画作品展「てをつなぐ」が 10 月 1 日（月）から 7 日（日）豊橋市こども未来館こ

こにこにて開催され、たくさんの作品が展示されました。 

絵の具・クレヨン・鉛筆・色鉛筆などいろいろな画材を使い、絵も写実画・抽象画・絵手紙風・塗り絵風な

どなどそれぞれ個性満載の絵画が集まりました。 

今回は予め染めてある和紙を使いオリジナルのうちわを作るコーナーもあり楽しむこともできました。 

素敵な作品展でした。 
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勉強会・茶話会  

 １０月１０日（水）あいトピアにて、今年度の勉強会＆茶話会「障害のある方が生きていくためのお金の話」

と題して、ほっとぴあ統括相談員の鈴木陽一郎さんにお話をしていただきました。 

障害基礎年金については、認定の地域差解消のため、判定機関が県から国に一元化されたことや判定方法が

診断書の内容を数値化し支給決定基準が明確化されたことなど最近の情報や申請の注意点についてのお話を聞

きました。また、生活に必要なお金については、平均的な費用やモデルパターンを挙げていただいて分かり易

い説明でした。 

気の重くなるテーマですが、みんなで一緒に考える良い機会となりました。 

豊障連  体育祭  

 10 月 28 日（日）さくらピア体育館にて、豊橋障害者（児）団体連合協議会主催の第 18 回豊障連体育祭が

ありました。平成最後の体育祭です。佐原市長を始め、多くの御来賓の出席を賜り、恒例の借り物競争に『借

り人』として御参加いただきました。 

今回は、体育館の壁面に鏡が設置された事を記念して、オープニングに車いすダンスが披露されました。 

育成会会員の選手宣誓で体育祭が始まりました。育成会からは、会員 33名が参加し、玉送り、借り物競

争、スプーンリレー、玉入れ、車椅子リレーを楽しみました。そして昼食休憩は、参加者全員に、お茶とおに

ぎりが配られ一息つきました。午後からは、大きな大きな大玉送り、個性が爆発したパン食い競争、熱戦の綱

引きでした。前回は季節外れの台風による警報で、駆け足の体育祭でしたが、今回は天気に恵まれ、ゆったり

とした一日を過ごす事ができました。 

この体育祭は、好きな種目にもれなく参加できます。全種目参加も OK です。事前練習しなくて大丈夫です

よ。お気軽に御参加下さい。楽しい時間を過ごしましょう＼(^o^)／。 

 パン教室  

 １１月４日（日）あいトピア（料理実習室）でパン教室が行われました。講師は、いつもお世話なっている

荒木好子先生です。初めての人も来てくれて、１６人の会員さんが参加してくれました。 

 今回は、おなじみのクリームパン・チョコパンをはじめウインナーパン・ちくわパンを作りました。さら

に、新作パンの唐揚げチーズパンもありました。とても好評で、まず一番に頬張る人が多くいました。 

 今回は、料理実習室の都合で急きょ日程が変更になってしまいご迷惑をお掛けしました。 

 次回も、多くの方の参加をお待ちしています。 

         



3 

 

 

           

      のばしてのばして                           美味しいパンの出来上がり 

障害児(者)とボランティアの集い  

11 月 11日（日）秋晴れの清々しい天気の中、さくらピア体育館の中も社協さん主催の「障害児(者)とボラ

ンティアのつどい」でたくさんの笑顔と熱気に包まれていました。今年は「見つけよう  ピースの花」とい

うテーマで、ボランティアさんたちが考えてくれた工作やゲーム、そして歌やダンスで楽しみました。お昼ご

飯はさなえ会さんのカレー、サラダ、マドレーヌでした。これも毎年恒例で、お肉がゴロゴロ入ったカレーは

絶品です！これを楽しみに毎年参加している人もいるんじゃないかな？様々な障害を持つ人たちと高校生ボラ

ンティアさん、福祉レクのつくしや民生委員の皆さん、そして社協さんが力を合わせて一日を精一杯楽しむこ

とができました。 

あいち障害者フライングディスク競技大会  

  11 月 18 日（日）第 17 回目となる大会が、ドルフィンズアリーナ(愛知県体育館)で行われました。今年も

６名と少ない人数でしたが、楽しく参加してきました。 

  参加の皆さんのレベルが高くて、なかなか金メダルが貰えません。 

  来年は素敵な色のメダルが貰えるように これからも楽しみながら練習を頑張ります。 

   
参加者の皆さん                                               競技の様子 



4 

 

豊障連さくらピア文化祭  

１０月と言えは豊障連体育祭、１１月と言えば…豊障連さくらピア文化祭ですね。今年度も 11月１８日

（日）にさくらピア全館で開催されました。 

ステージでは、コーラス発表、和太鼓の演奏、そしてお楽しみのカラオケ。３０名余りの方が、それぞれの

思いを込めて熱唱され、育成会の会員の皆さんも多く参加されました。豊障連各団体、さくらピア各文化教室

の作品展が３階でありました。育成会の絵画教室からも作品が展示され、全てが力作ぞろいでした。同じ３階

では、さをり織りの体験コーナーもあり、そしてスタンプラリーが今回初登場でした。バザーでお気に入りの

物を見つけ、みたらし団子に、おにぎり、そして文化祭名物の豚汁でお腹を満たし、そして育成会の喫茶コー

ナーで手作りマフィンでコーヒーブレイク。今回も、こだわりのコーヒーで、可愛いウエートレスさんがおも

てなししました。 

そして、体育館でのフィナーレは、恒例のビンゴゲームと菓子投げでした。ビンゴゲームの賞品は毎年豪華

です。牛肉、豚肉、新米、冬を彩るシクラメンとポインセチア、そして路面電車（あいトピア）の食事券等々

でした。菓子投げは、２階のランニングコースから、みんなに届くようにまかれました。沢山もらった人、少

しだけど好きなお菓子がもらえた人、自分の袋に入るのを待っていた人（我が子です）、みんないい笑顔でし

た。 

これからも文化祭が毎年開催され、皆さんの中で恒例行事になっていくと本当に楽しいと思います。ぜひぜ

ひ一度、文化祭に来てくださいね＼(^o^)／。 

福祉大会  

  12 月 1 日（土）名古屋の白壁庁舎にて「第 36 回 愛知県心身障害児(者)福祉大会」が行われました。 

  この大会では、障害を持ちながらも長きに渡り自立に向けて仕事を頑張っている方や、障害を持つ方を援護

してきた方が表彰されます。今年は豊橋市手をつなぐ育成会から 2 名の方が表彰されました。昨今は障害があ

ってもなくても仕事に就くのは簡単ではなく、ましてや長く続けていくことは本当に大変です。きっとこの日

を迎えるまでには、多くの苦労を乗り越えて来られたのだろうと思います。しかし、きっと良いこともあった

はず。その良いことの一つにこの表彰が記憶に残ってくれたらと思います。立派に賞状を受け取るお二人の姿

を見ながら、目頭が熱くなっていました。本当におめでとうございました。 
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     愛知県知事表彰 原田彰さん            愛知県心身障害児(者)福祉団体 

                                             連絡協議会長表彰 松井健悟さん 

クリスマス会  

  12 月 9 日（日）あいトピア 3 階の多目的ホールにて毎年恒例のクリスマス会が開催されました。 

  短い会長挨拶の後、ガールズジェネレーションフォーエバーの皆さんによる歌と踊り、3DaysOrengeのメ

ンバーによるバンド演奏でみんなでノリノリになった後は、全員参加のゲーム、休憩を挟んでサンドイッチと

ケーキの軽食、ビンゴ大会、お土産のお菓子と盛りだくさんでした。 

  参加してくださった皆さん、楽しんでもらえましたでしょうか？来年の企画も頑張りますので、参加お待ち

しております。 

  

       ガールズジェネレーションフォーエバーの皆さん                 スリーデイズオレンジのバンド演奏 
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             チームごとのツリーができました                           かわいいサンタさんからのプレゼント 
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のんのん クリスマス会  

  12 月 15 日（土）あいトピアの中のほっとぴあ研修室にてのんのん教室クリスマス会が開催されました。学

齢部 9名と父兄やボランティア総勢計 25名が参加しました。 

  ゲーム、工作をし、軽食にピザとケーキを食べながら全員参加のビンゴ大会で盛り上がりました。 

＜ボランティアの皆さんの声＞ 

・うちわであおぎ過ぎて手が痛くなったけどゲームもビンゴも楽しかったです 

・ビンゴが当たってとても嬉しかったです 

・新幹線タワーを作ったり風船で遊んだりとっても楽しかったです！ 

・ゆうたろう君と仲良くなれてよかったです 

・企画したゲームをみんな楽しんでくれてよかったです。何より風船が割れなくてよかったです。ピザも久し

ぶ 

  りに食べれて嬉しかったです。ありがとうございました。 

・今日はとても楽しい時間を過ごさせていただきました。今年もゲームや工作、素敵なものばかりでした。ま

た 

  来年も参加できたらなぁと思っています 

・工作が楽しそうで良かったです。新聞紙タワーも盛り上がってました。サンタのひげが欲しかった。参加で

き 

  てよかったです 

＜参加してくれた学齢部の皆さんの声＞ 
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             サンタさんも一緒にはいチーズ！                              かわいいツリーの出来上がり 

 要望書  

  昨年に引き続き豊障連（豊橋市手をつなぐ育成会・豊橋市肢体不自由児（者）父母の会・豊橋精神障害者地域

家族会くすのき会・豊橋身体障害者協会・豊橋身体障害者（児）福祉団体連合会・豊橋市聴覚障害者協会）では

豊橋市に提出する要望書が取りまとめられました。 

  育成会からは 2・3・11～16 を出させていただきましたのでここに掲載させていただきます。 

 

１．「豊橋市障害者相談員事業（＊知的障害と身体障害を対象）」に「精神障害者相談員」を設け障害者間格差の

是正を図ってください。 

私たちは、本年３月１日に開催された「豊障連理事会」の席上で初めて現行の「豊橋市障害者相談員事業」の

存在を知ると同時に、この事業が平成１１年と１２年に施行された「豊橋市知的障害者相談員設置要綱」と「豊

橋市身体障害者相談員設置要綱」によって運用され、その後も現在まで更新され続けていることを知りました。 

また平成１１年に中核市に移行した豊橋市が、この事業の施行と同時期に作成された「豊橋市社会福祉審議会

運営要綱」中（＊平成１１年４月１６日施行）の「障害者福祉専門分科会」の中に於いて、「精神障害者の福祉に

関する調査審議事項」が含まれていなかった状況から見ても、施行当初に於いて「精神障害者相談員事業」が盛

り込まれなかったことに関しては「止むを得ないものであった」と認識せざるを得ません。 

とは言え、平成１４年以降になって国の精神障害を含む各種障害福祉関連法の整備等が下記の経過を辿って実

施された結果、既存の各種障害福祉施策の「見直し機会」も増えた経緯の下、その間の平成１３年には豊橋の障

害者６団体によって組織された「豊障連」が設立されたことも、その一連の流れを反映した結果であったと認識

しています。 

➀平成１４年には、過去一貫して都道府県の保健所事業として対応していた「精神障害者福祉事業」が他障害

と同じ各自治体の障害福祉事業に移管。（＊豊橋市は１７年度～） 

➁平成１８年には、障害者の地域参加に伴う障害者間格差の是正を目指す「障害者自立支援法」が施行。 

➂平成２５年には、地域の包括的支援に支えられた障害者福祉の更なる充実を目指す「障害者総合支援法」が

施行。 

➃平成２８年には、障害差別の撤廃を目指す「障害者差別解消法」が施行。 

 従って上記の数度にわたる「見直し時期」を経た中で平成３０年度を迎えようとしていた私たちは、平成１８

年までの間に存在していた様々な「障害者間格差や地域間格差」等は、今の豊橋地域には「既に存在していない

もの」と認識していましたが、３月理事会の席で改めて「あってはならない格差が存在する」ことを知らされま

した。早急なる格差是正をお願いします。 
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２．障害福祉サービス事業所（日中活動系サービス）や地域活動支援センターへ通うための交通費の助成をお願

いします。 

 昨年度はこの要望に対し、他の中核都市の取組なども調べるなど非常に前向きにお考えいただき、大変感謝を

しております。 

就労移行支援、就労継続支援A 型、B 型、生活介護など、豊橋市内の日中活動系障害福祉サービス事業所は増

加し、地域活動支援センターも含むと、私たちはそれぞれのニーズに合った活動場所を選ぶことができるように

なってきました。しかし、そのままそこに定着するのではなく、訓練や経験を重ねステップアップしていきたい

との思いがあります。そのためにも公共交通機関を利用しての通所は訓練の意味でも必要なことなのですが、個

人での交通費の負担は非常に厳しく、そのために送迎サービスの利用できる事業所から選ぶということも起こっ

ています。もし交通費の負担が軽減されれば、自力での通所に踏み切ることができ、経験を重ねることで自信も

付き、生活介護や地活から就労移行や就労継続、そして一般就労へと繋がっていけるのではと思います。昨今は、

企業も障害者雇用に積極的になってきており、その期待に応えられる障害者を育てるのも福祉サービスの使命な

のではないでしょうか。それから、自動車免許を持っている人が駐車場代を補助してもらうことで車通所できる

ようになれば、車通勤が必須の工場地帯や郊外などの企業に就職する可能性も高くなるのではないでしょうか。

もちろん送迎サービスが必要な人はいますので、このサービスが無くなることを望んでいるわけではありません。

ひとりひとりの障害特性に合わせ、生き甲斐を持って社会生活を送るために必要な、交通費（駐車場代含む）の

助成をお願いします。 

３．障害者相談支援専門員を増員するための支援策の検討をお願いします。 

障害福祉サービスを利用するには相談支援事業所の相談支援専門員が作成をするサービス等利用計画が必要で

あります。豊橋市内では現在（平成 30 年 8 月 1 日）、相談支援事業所 25 か所（内１カ所休止）、相談支援専

門員が約 52名、サービス等利用計画作成件数 3,480 件（障害者約 2,700 件 障害児約 780 件）です。相談

支援専門員 1 人当たり約 67 件を担当していることになります。 

 現在、新規で障害福祉サービスを利用しようとしても相談支援事業所が忙しくなかなかサービス等利用計画の

作成を受けて頂けない状態の為、当事者の方がスムーズに障害福祉サービスを利用できない状況です。また相談

支援事業所が閉鎖や休止、相談支援専門員が辞めてしまう等、豊橋市内でも相談支援専門員の確保が急務である

と考えます。しかし相談支援専門員になるには、障害福祉歴が 5年以上必要＋相談支援従事者初任者研修（6 日

間）を受講しなければなりません。その上どの福祉サービス事業所も人材不足であり、日中活動系等の職員から

相談支援専門員に配置換えをしても事業所としては収入が低くなってしまうケースが大半を占めます。その為、

相談支援専門員はなかなか増えることがなく逆に少なくなっております。 

 今後の相談支援専門員を確保する為にも、現在の相談支援事業所が新たに相談支援専門員を雇った時や配置を

増やした時に加算や補助金等を考えて頂き、豊橋市内でも充実した相談支援専門員の配置が出来る様にお願いし

ます。 

４．医療的ケアに対応できるショートステイおよび放課後デイサービス、日中一時支援事業の設置・増設をお願

いします。 

現在医療的ケアに対応できるショートステイについては、まだ一か所しかなく十分ではありません。また、昨

年豊川市に重心施設が開所しましたが、重心施設であり、ショートステイの利用は思う様に利用できない状況で

す。ショートステイ利用は緊急時が多く、自立支援協議会等で協議を重ねて医療機関や福祉施設で対応できるよ

うにご努力頂いていますがなかなか実現していません。 

また、放課後等デイサービス、日中一時支援事業の受入施設は増えてきていますが、医療的ケアに対応できる

施設はごく一部です。同サービスを利用したい児童はますます増加しておりその不足感は歪めません。医療的ケ

アは日常生活に必要な行為であり、それに対応できる諸施設の増設は是非とも必要ですのでよろしくお願いしま
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す。 

５．手話言語条例の制定を実現するために、豊橋市に特別審議会の設置をお願いします。 

国際社会においては、２０１７年、国連で９月２３日を「手話言語の国際デー」とすることが採択されました。

日本だけなくて、世界各地で手話言語を 1 つの文化として形成する言語であることが認められ、その重要性を示

しています。また、わが国の国会等でも「手話言語法」制定を求める動きは、手話を言語としている当事者にと

っては、まさに「母語を獲得する権利」です。豊橋市においても手話言語条例の制定を検討する特別審議会の設

置をお願いします。 

６．意思疎通支援を行う手話通訳者および要約筆記者の頸肩腕障害健康検診の実施をお願いします。 

平成 29年度意思疎通支援事業の派遣実績は、800 件を超え、前年度比１１５％となりました。また、平成

30 年 4月 1 日から「豊橋市障害者のコミュニケーション手段の利用促進に関する条例」が施行されたことに

伴い、意思疎通支援事業がさらに促進することが予測されます。しかしながら、支援技術の習得には時間を要

することなどから、支援を行う者の数を早急に増加させることは難しく、昨年度 1 名の登録手話通訳者が頚肩

腕障害を発症してしまいました。今後も意思疎通支援を担う豊橋市登録手話通訳者と要約筆記者、および障害

福祉課専任手話通訳者の健康管理のため、頚肩腕障害健康検診の継続的な実施と予算の確保をお願いします。 

７．「おむつ」費補助金の増額をお願いします。 

【豊橋市肢体不自由児（者）父母の会】 

現在おむつ補助金の支給は年間 144 千円まで可能となっていて、今年度からおしりふきもその範囲に含めて

いただきありがとうございました。しかし乳幼児と成人とではサイズや一日の必要枚数(尿の量や回数)が違い、

乳幼児は余裕含みですが、成人はとても足りない状況です。今後予定される消費税増税を考慮するとさらに足ら

なくなりますので、是非一割程度の増額（月 1,000 円程度）をお願いします。 

８．医療的ケアに対応できる介護職、ヘルパー等の研修費補助対象事業所の拡充をお願いします。 

【豊橋市肢体不自由児（者）父母の会】 

 介護職、ヘルパー等が一定の研修後、吸痰等の医療的ケアに対応できる制度が出来て 6年になり、２９年度に

研修費用の約半額 80千円の補助金が助成されるようになり感謝申し上げます。しかし対象事業所がヘルパー事

業所のみでまだ十分ではないと思います。通所事業所として生活介護や日中一時支援、放課後等デイ事業所等に

従事し、医療的ケアに前向きに対応したい意欲のある方も多く、医療的ケアに対応できる介護職等の底上げを図

るうえでも対象事業所の拡充をお願いします。 

９．地元小学校に通学する障害児に対する支援員増員をお願いします。 

【豊橋市肢体不自由児（者）父母の会】 

 近頃地元小学校（通常または支援扱クラス）で勉強している障害児が増加しています。しかし通常クラスでは

担任の先生が一人の場合が多く、障害児の支援まで手が回らない場合が多くあります。学校側でも保護者との面

談、授業内容別による支援等いろいろ考えて対処してくれていますが、障害児がそれぞれの学校生活を安心して

過ごせるように通常クラスの支援員のさらなる増員をお願いします。  

10．小学校のバリアフリ－化、トイレの洋式化及び多目的設置をお願いします。 

【豊橋市肢体不自由児（者）父母の会】 

 近頃地元の小学校に通う身体障害児が増加していますが、小学校は段差や階段が多く、車いすや歩行器利用者

は大変不便な学校生活を送っています。個々に少しずつ対処し改善されていますが、根本的な解決には至ってい

ません。 

また小学校のトイレは狭く劣悪で介助するのも大変な場合が多いです。県内肢体特支学校ではトイレの洋式化、

多目的の設置を平成 29 年度から 5 年計画で実施しています。バリアフリ－化やトイレの問題は大改造を伴う

場合が多いと思いますが、出来る所からお願いします。 

11．強度行動障害者（児）の日中活動の場の確保をお願いします。 
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【豊橋市手をつなぐ育成会】 

現在、豊橋市内でお住まいの強度行動障害の有る方が特別支援学校高等部を卒業してから日中活動系や短期入

所（在校生の障害児なら放課後等デイサービス）の福祉サービスに繋がっていない方が何人か居ると思われます。

（もしくは利用制限が掛り、本来なら週５日通所希望であるが週２日の限定や、一カ所の事業所だけでは受け入

れ出来なく、しかたなく複数の事業所の併用利用を余儀なくされる等） 

強度行動障害の方々を受け入れる事が可能な施設は豊橋市内でも複数有るのですがその様な施設では既に定

員がいっぱいになっており、新たな方の受け入れ体制が取れない実情です。豊橋市として強度行動障害の中でも

現在、行く所が無いなど、限定でしか利用できない方の為の施設を準備して頂きたいと思います。 

短期入所に関しても行動障害を理由に契約すらして貰えない場合があると聞きます。豊橋市で受け入れの施設

を用意する事が難しい様なら行くところが無い、もしくは制限が掛っている方の限定の加算等を考えて頂けたら

と思います。 

12．グループホームの拡充、助成及び規制緩和をお願いします。 

【豊橋市手をつなぐ育成会】 

 豊橋市内での障害者のグループホームの数が全く足りていない状況です。 

障害のある方が生まれ育った地域で生活する為にグループホームは必要であると思われます。愛知県では認めて

いる、既存の戸建ての住宅を障害者グループホームとする場合の建築基準法上の取り扱いを緩和しており、グル

ープホームが設置しやすい環境であると思います。愛知県の他の市町村では新たなグループホームが多く誕生し

ているが豊橋市では、なかなか進んでいない現状があると思われます。グループホームが増える様な仕組みの検

討をお願いします。 

13．障害者のシェアハウス等へのヘルパー派遣をお願いします。 

【豊橋市手をつなぐ育成会】 

 障害者の方が共同で暮らすシェアハウス等（他人同士の同一世帯）へのヘルパー派遣を認めてください。親亡

後、グループホームが豊橋市内では少なく、仕方なく他市町村のグループホームへ行く様な事が無い様に生まれ

育った豊橋市内で障害のある方が不自由なく暮らせられる仕組みが必要です。その為、この様な場合でもヘルパ

ー派遣を認めてください。 

14．一人一人が人間として尊重される医療をお願いします。 

【豊橋市手をつなぐ育成会】 

平成２８年の障害者差別解消法の施行から２年余りが経過しました。社会には、まだまだ、浸透されていな

い事がメディアのニュースなどで感じる事が多々あります。場合によっては命にかかわる医療の現場も、まだ

まだではないでしょうか。私達親は、障害などを理由に本来あってはいけない診療拒否、障害特性を養育者の

責任（育て方が悪い）とする考え、そして、１人の人間として尊重されない事（人としてあるまじき暴言、心

無い言葉を受ける）など、医療機関で多く直面してきました。その一方で、理解ある医師、歯科医師、医療関

係者に巡り合えた事は、この上ない大きな喜びとなりました。診療拒否されることなく、診察してくれる医師

を求め奔走することなく、どこの医療機関でも安心して受診できる事、それが私達親の変わらない願いです。 

 障害特性に対する理解が基本的にあってこそ、１人の人間として尊重され、診療拒否の無い、安心な医療の

現場に繋がっていく事となります。そしてそれは、障害のある方だけでなく、全ての方に優しい医療となりま

す。 

障害者差別解消法を踏まえた障害特性の理解を医師・歯科医師のみならず、医療に関わる関係者全てに、長

期的に継続的に働きかけていただくようお願いします。 

15．交通費助成券のタクシー券等の有効期限を丸 1 年（12 ヶ月）に戻すことと、電車・バス共用福祉回数乗

車券（期限なし）の復活をお願いします。 
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【豊橋市手をつなぐ育成会】 

 ３０年度の交通助成券は、これまでの２，０００円から５，０００円と金額が大幅に上がったのは有り難かっ

たものの、４月発行から５月発行となった上に翌年の３月まで（１１ヶ月有効）となり、しかもバスはコミュニ

ティーバスのみ有効となるなど、この助成券を待っていた多くの人たちに戸惑いと衝撃を与えました。１２ヶ月

のバランスを考えながらタクシー券を待っていた人にとって、４月に使えないというのは非常に痛手となります

し、電車沿線に住む人より、バス路線に住む人々が多いと考えると、なぜこのようなことになったのか納得がい

きません。もちろんバスは手帳を提示すれば本人と付添者が半額になることはわかっております。しかし、ひと

りでバスを利用して行動していた人にとって、活動範囲を広げてくれていたバス券が無くなってしまったことは

残念でなりません。是非とも有効期限１２ヶ月と、豊橋鉄道バスを利用できる助成券の復活をお願いします。 

 

16．生活介護と就労継続支援 B 型の併用利用を可能にしてください。 

【豊橋市手をつなぐ育成会】 

生活介護事業所（主に介護を必要な障害者 障害支援区分３以上）を利用している方の中で就労継続支援 B型

事業所（就労をして工賃を稼ぐ）へ移行する事が可能な方は多く居られると思われます。しかし生活介護を辞め

て違う就労継続支援 B型事業所へ行く事を不安に思いなかなか移行する事が出来ておりません。その為、生活介

護（介護給付）を利用している時に就労継続支援 B 型（訓練等給付）併用利用する事を可能としていて頂きたい

と思います。例えば慣れるまでの 3ヶ月程度の期間限定でも構いません。そうする事で利用者の可能性、就労能

力をより高くしていく事が可能であると思われます。現状だと一度、生活介護の事業所を辞めてしまうともう帰

る事が出来ないと思っている方が多く、結局、その方の能力を伸ばす事が出来ていない状況です。 

障害が重いと思われている方でも、思わぬ可能性を秘めている方が多くいることをご理解いただき、柔軟な対

応をお願いします。 

17．豊橋市での要約筆記者資格養成講座の開催をお願いします。 

【豊身協・難聴者協会・豊橋要約筆記サークル“すくりーん”・共同提案】 

現在、豊橋市では要約筆記者不足の状態が長年続いています。その第一の理由として、要約筆記者資格養成

講座が、名古屋市でしか開催されていないことが挙げられます。遠方のため豊橋からの受講者が少なく、要約

筆記者が増えないため、難聴者・中途失聴者の多様なニーズに応えることが難しくなっている状況がありま

す。 

「地域生活支援事業」における意思疎通支援について、要約筆記者養成は県が養成する事が必須となっていま

す。中核市においても同様です。 

豊橋市での要約筆記者資格養成講座を開催していただけると、より要約筆記者の増員が期待できると考えま

すので、是非ともお願いします。 

18．手話に対する正しい理解と手話の普及について、しっかりと 

対応していける体制とするために、手話通訳者を正規職員として 

採用するようにお願いします。 

【豊橋市聴覚障害者協会】 

現在、手話言語条例を制定する道府県市町村が全国的に増加しており、制定に合わせて、手話通訳者の資格を

持つ正規職員を採用する自治体が増えています。ろう者が手話を習得し自由に使える環境が整備され、いつでも

どこでもだれからでも情報を受け取ることができ、また、発信できるようにしていくために、身分の安定した正

規職員として手話通訳者を採用するようにお願いします。 

19．職員手話研修会を充実させ、総合的な聴覚障害者支援を推進できる体制拡充をお願いします。 

【豊橋市聴覚障害者協会】 
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現在、全国的に手話言語条例を制定する自治体が増えつつあります。また、市職員に対する手話研修会も各地

で実施されています。豊橋市においては、すでに２０数年前から全国でも先駆的に市職員に手話研修会を開始し、

現在まで継続していただいております。このことについては、深く敬意を表します。 

愛知県においては、2 年前の 2016 年 10 月 18 日に愛知県手話言語・障害者コミュニケーション条例が施

行されました。この点もふまえて、豊橋市としてもさらに「手話のできる職員」を増やして頂くようお願いしま

す。また市役所内各課のみならず、市民病院・消防署・小学校等の施設においても、各機関に応じた手話研修会

の実施もお願いします。 

20.道路のバリアフリー（交差点における点字ブロックと音声信号に）をお願いします。 

【豊橋身体障害者（児）福祉団体連合会】 

１．歩車分離信号のある交差点における音声信号の設置に関する要望 

 最近、交差点において歩車分離信号が増えてきました。視覚障害者にとって歩行者の信号がいつ青になるの

かがわかりにくく、横断に危険が伴います。安全に横断できるよう音声信号の設置をお願いします。具体的に

は、豊橋公園南側の東西に走る道路の東三河事務所と、公園入口の二か所の交差点です。 

２．市役所前電停の音声信号の動作時間の延長と音量アップに関する要望 

 現在、音声信号が動作する時間は午前８時から午後６時までです。通勤通学時や帰宅時には音声信号が動作

していないことが多いため、午前６時から午後９時まで動作時間を延長していただきたい。また、音量が小さ

く交通量の多い時間帯は聞き取りにくいので、音量を上げていただきたい。 

３．前畑電停の交差点の横断歩道上の点字ブロック（エスコートゾーン）の延長に関する要望 

 現在、電停から横断歩道上に南側のみ点字ブロック（エスコートゾーン）の設置がされていますが、北側に

も延長していただきたい。 

親の想い 

＊＊ホノルルマラソン１０Ｋラン＆ウォークに参加して＊＊ 

息子 30代後半（ダウン症）、母 60代、２年前にはホノルルマラソンに参加するなんて、想像もできません

でした。しかも 2 年連続で参加するなんて。 

そもそも月 1 回のチームステップのマラソン教室に参加したのも、日曜日の午後にテレビの前で海獣トドの

ようにゴロゴロするだけの親子の運動不足解消が目的でした。 

ストレッチ運動から走り込みと飽きないようにいろいろ走りを工夫して指導をして下さる蒲郡市のスポーツ

指導員の手嶋先生とチームステップのおかげで、全く走れない息子が、早歩きでかなりの距離を歩けるように

なってきました。 

そんな昨年の春に手嶋先生の還暦を記念して、チームステップでホノルルマラソンに参加する話が持ち上が

りました。ホノルルマラソンにはフルマラソン（42.195 ㎞）と走っても歩いてもいい 10㎞があり、どちら

も時間制限が無いことが分かり、一気に参加の気分に。それからは土・日曜日は親子で 10キロを目指して歩

くことを繰り返しました。10 キロとはいっても、私たち親子にとってはかなりしんどい距離です。 

そして迎えた、12 月の第 2 日曜日の朝の５時、8 割がた日本人で３万人から４万人の参

加者がまだあたりは真っ暗の中、花火の合図で一斉にフルマラソンの参加者がスタートし

て、そのあとに 10 キロの参加者がスタート地点を通過します。あまりの人の多さにスター

ト地点を通過するだけでも 20 分から 25 分かかります。前日に受け取ったゼッケンに付い

ている計測タグがスタート地点（アラモアナ公園）と 10キロの終点（カピオラニ公園）を

感知してタイムが分かります。市街地はクリスマスモード一色のイルミネーションがきれい
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で、つい見とれて足が止まったり、高校生のブラスバンドの演奏にクリスマスソング 1 曲丸ごと聞いたり… 

昨年はタイムをまるで気にしませんでしたが 2 度目の今年はひたすら歩き、タイムは 2 時間 48分 01 秒、

3 時間以内にゴールしたいという願いは達成できました。息子もルートが分かっているのか余裕が感じられ、

足取り軽やかにマイペースで歩けました。それに沿道の大勢の現地の人たち、大会ボランティアやランナーか

ら、応援の声がいっぱいかかり気分も高揚します。ホノルルマラソンは、とても温かな感動

と感謝の思いが半端ない大会です。 

今年も 2 組の障害者の親子と一人参加の軽度の知的障害の男子の 5 人がマラソン以外にも

めいっぱい楽しめるように心を配ってくださったチームステップの宮副さん！富安さん！二

人がいなかったら、私たち 5 人の笑顔はあんなに弾けなかったでしょうし、輝かなかったで

しょう！感謝しています。 

 

＊次号にはこのホノルルマラソンチャレンジを企画されたチームステップの宮副さんからの「支援者の想い」を「や

ってみたら案外できるじゃんシリーズ」として掲載予定です。お楽しみに！    

 

インフォメーション 

1 月 12 日（土）         はたちのつどい 

1 月 12 日（土）         フライングディスク教室 

1 月 20 日（日）         ダンス教室 

2 月  9 日（土）         フライングディスク教室 

2 月 10 日（日）         体幹トレーニング・トランポリン教室 

２月 23 日（土） 

    ～24 日（日）        育成会全国大会（京都） 

２月 23 日（土）         高等部卒業激励会 

2 月 24 日（日）         北ライオンズ親睦ボウリング大会 

３月  3 日（日）         県育成会  本人部会ボウリング大会 

３月  9 日（土）         フライングディスク教室 

３月 10 日（日）         ダンス教室 

３月 24 日（日）         さくらピア春こいまつり 

４月 17 日（水）         育成会  総会（予定） 

 

 
編集後記 

  あけましておめでとうございます。昨年は行事に参加いただきありがとうございました。 

  昨年の猛暑とは裏腹にこの冬は比較的暖かい日が多く寒がりな私には有り難い限りです。 
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  立派な自閉症の長男は服の調節を学生時代の衣替えがしっかり根付いているよ

うで気温ではなく月で服を変えています。なのでその時期までに替えの服を用意

しますが、あまりにも気温と合わないときは「まだ早くない？」と声を掛けると

渋々もとの服を出してきます。月と季節と服装がしっかりくっついているのはと

てもいいことですが、そこに気温も加えて欲しいなと思う母です。何年これを繰

り返すと定着するんですかねぇ… 

  今年も育成会＆輪～イをよろしくお願いいたします。 


