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近藤副代表の挨拶にあるように、私たちが声を上げることの意味が大きいことはこ
こ数年実感してきました。何度も気持ちを奮い立たせて、子ども達の顔を思い浮かべ
て、私たちができること考え続け、声を上げ続け、全国でつながり続け、子ども達の未
来のために頑張りましょう。今度は広島で会いましょう。
事務局長 池添 素

七月十日に名古屋で開催した学習集会は、全国各地から百名が集まりました。発言
では、大阪府大東市では通園施設の民営化が進められ、保護者や職員や市民団体も一
緒になり公的責任を明確にしたトータルな支援を考える集会を開催した報告や名古
屋の保健師さんから保健所の役割の大切さについての発言もありました。

みんなギリギリのところでがんばっているのに、国や厚生労働省の皆さんは子ども達
の療育や保護者の子育てをどのように考えているのでしょうか？「
え！！それってどう
いうこと？」
と思うような方向が示されています。今回のニュースは、障害児支援の動
向を皆さんに知っていただきたく、できるだけ問題点をわかりやすくしました。

原発事故の影響は日に日に拡大し、全く収束への見通しが明らかにされないまま現
在に至っています。そして、福島の子どもたちは外遊びも散歩も、プールや水遊びもで
きない夏をすごしています。子どもたちのガマンと先生方の苦労は想像以上にすごい
と思います。「
もう限界なので、土を買って遊べる環境にしようと思う」
と連絡があり
ました。本当なら、そんなことにお金を使わなくてもよいのに、悔しいです。

仙台から福島市に入ろうと計画していたのですが「
線量が高いので来て貰わない方
が」
と連絡が入りました。福島のデイサービスで働くＫさんは、私たちを気遣って言っ
てくださっていますが、現にそこで暮らしている人たちがいるのにと思うと、複雑な心
境でした。

あの日から長い時間がたっているのに、交差点には信号がなく、人が行き交う大型ト
ラックを交通整理し、スコップで泥を掘り起こす自衛隊の人たちの姿も道端にありま
す。遅々として進まない復興の現状を目の当たりにして、高度に発展していると勘違い
していたこの国のレベルを思い知らされました。

七月のはじめに仙台の土を踏みました。津波の被害がひどかった石巻市の海辺に立
ちました。すぐ横には幼稚園があり、津波が通り抜けていった跡がそのままになってい
ます。集められた瓦礫が役割を果たせなくなった学校の校庭に高く高く積み上げられ
ています。立ち止まると大量のハエが襲いかかってきます。
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を広島市内で開催します。
この時期は、来年度からかわる障害児支援の詳細が単価などを含め
て明らかになる時期です。
ぜひ、皆さんで学び合い、問題点や課題を明らかにして改善の声をあ
げていきましょう。場所や詳細は追ってお知らせします。今から予定を
開けておいてください。

域に通園の場があるのかといった

ね！！！！

ことが問題になってくるでしょう。

主催：障害乳幼児の療育に応益負担を持ち込ませない会

今後の予定
東日本大震災の影響もあり、改
正法施行の準備はたいへん遅れて
います。しかし、来年四月からの施
行に変更はありません。秋に少し
すすんだ説明がなされ、最終的に
明らかにされるのは年末の予算編
成の時期になる予定です。改正に
ついて学習し、それぞれの立場か
ら、厚労省にたいして予想される

中村尚子）

問題点の改善を求めていく必要が
あります。
（
文責
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今から手帳に書いて

児童デイサービスが自立支援法から児童福祉法にもどることを含んだ改正法は、来年四月からの施行されます。残さ
れた期間で、障害児施設体系を大幅に再編して実施する｢児童発達支援」など新しい事業の詳細を決めなければなり
ません。六月三〇日、厚生労働省で、関係する主管課長会議が開催され、改正法の概要が公表されました。
これから八月末の概算要求、年末の予算編成などに向けて、人員配置や設備基準、基本の報酬や加算などが検討
されます。まず厚労省が示した概要に対して、七月二九日までの期間にパブリックコメント（意見募集）が実施されまし
たので、一〇日の学習会を踏まえ、持ち込ませない会はつぎのような意見を提出しました。

基本的枠組み案への意見
平成 ２３ 年 ７月２７日
厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課地域移行・障害児支援室あて
障害乳幼児の療育に応益負担を持ち込ませない会
氏名（※）中村尚子
内容
はじめに
このたびの児童福祉法改正では、利用契約、利用費用の応益負担、施設・事業所の日額報酬は継
続されました。つまり児童福祉法に持ち込まれた障害者自立支援法のしくみはそのままにした状態で、
障害乳幼児療育の場が再編されます。これは、利用契約や応益負担、日額報酬によって療育にもた
らされる諸問題を児童発達支援センター等が引き継ぐということです。改正法施行後もふくめて、利用
契約、応益負担、日額報酬といった制度の根幹を改革することを要望します。

＜児童発達支援＞
① 対象児童について
手帳を持たない「児童相談所、医師等により療育の必要性が認められた児童」に、乳幼児健診など
の場で要経過観察となる子ども、保育所等で｢気になる」子どもなどを明確に位置づけてください。
② 地域支援（相談支援と保育所等訪問支援）について
児童発達支援センターへの移行が想定されている三通園施設は全国的にみると未設置県もあり偏
在している現状を考えると、児童発達支援センターのみでは地域支援がゆきわたらない地域が生じ
ることが予想されます。
児童発達支援センターの機能であると図示されている地域支援を、児童発達支援事業もできるよ
う制度設計してください。
地域支援専任の職員配置ができるような基準を明確にしてください。
③ 整備量について
児童発達支援センターの整備は、障害保健福祉圏域に１～２ヵ所、人口１０万人に１ヵ所以上とあり
ます。平成20年度障害者自立支援調査研究プロジェクト「地域における障害児の重層的支援システ
ムの構築と障害児通園施設の在り方に関する研究報告書」でも特に肢体不自由児通園施設の不足と
偏在が指摘されています（肢体不自由児通園施設・肢体不自由児施設通園部、それに肢体不自由児

施設がある市町村は126市町）。医療型児童発達支援センターの整備量を独自に示してください。そこ
が不明瞭なままでは、身近な地域での療育は実現しないと思われます。
児童発達支援事業は、中学校区を基準に１ヵ所という案が示されていますが、ここに「※放課後等
デイサービスを含む」とされています。異なる事業である以上、児童発達支援事業の量的な整備目標
を立案してください。
自治体任せにせず、国としての整備計画を明らかにしてください。
その他、送迎、家庭連携、子育て相談などを実施しても保護者に負担（利用料）が生じないしくみに
してください。給食の実費負担をやめてください。

＜保育所等訪問支援＞
いくつかの点で、子ども・保護者、保育所双方にとって、利用しにくい仕組みとなるのではないかと予
想されます。その理由は、a.保育所（幼稚園）に通っている子どもが改めて個別給付の手続きが求め
られ、そのために保護者は｢障害受容が必要」とありますが、｢気になる子｣のいる保育所などへの支
援など、この制度の必要性を議論してきた趣旨と矛盾する b.保育所等での生活をよりスムーズにす
るには個別給付ではなく、現在、自治体で実施されているような巡回相談など保育所等への支援が利
用しやすい

c.ここで｢集団生活への適応度」から支援の必要性を判断するのはどこになるか不明確、

d.｢イメージ（案）」のＡ保育所に複数の障害児がいてそれぞれ異なる児童発達支援センターから訪問
支援を受けることになった場合、保育所等は対応が難しくなることが予想される、e.費用の面でも保育
料に加算されることになるなどです。子どもと保護者にとって利用しにくい支援となることが予想される
ので、実施までに再考する必要だと思われます。
訪問先については、小学校の特別支援学級や特別支援学校も例示されていますが、こうした専門
的な指導をする集団の場への｢支援方法等の指導」は現場への混乱を招くおそれがあります。訪問先
は原則として、保育所や学童保育など、障害のない子ども集団の中で生活している場合とすべきだと
考えます。

＜障害児相談支援＞
相談支援の重要性はいうまでもありません。しかし子どもの場合、｢利用計画」立案→利用申請の手
順が適切とは限らず、どんな療育支援が必要かは保育や療育を開始して子どもの状態から明らかに
なる場合があります。したがって、ここで求められる｢利用計画｣とは、通園療育の必要性など大枠とす
べきです。
先にも述べたように、通園施設偏在の現状があるなかで支給決定が都道府県から市町村へ移るので
あるから、障害児相談支援は委託を前提にせずまずもって市町村が直接実施することを強調すべき
です。

以上

『やわらかい自我のつぼみ
－３歳になるまでの発達と「１歳半の節」－』
文・写真

白石正久（龍谷大学教授・全障研副委員長）
定価２１００円（本体２０００円＋税）

＜目 次＞
プロローグ 発達という長い旅路をともに歩む同伴者として …3
第１章 発達をはぐくむ目と心 …
◆子どもの権利条約 … 10
◆発達保障のねがいをもって … 11
◆発達のしくみの理解 … 15
◆3 歳になるまでの発達と「1 歳半の発達の質的転換期」 … 25
第２章 やわらかい自我のつぼみ
―3 歳までの感情、自我、対人関係の発達 …65
◆子どもの思いを受けとめる … 66
◆自我の誕生するまで … 68
◆こんなとき、どう考えたらよいのでしょう … 86
第３章 発達に障害のある子どもたちの「閉じた対」を解き放つ … 99
◆「夜明け前の子どもたち」と「閉じた対」 … 101
◆1969 年、近江学園生活第 1 班の実践 … 106
◆「閉じた対」と子どもの発達 … 116
第４章 1 歳半の子どもの発達診断
―保育・教育や健診などで発達をみるしごとのために …123
◆「発達の検査」の課題 … 125
◆1 次元可逆操作の獲得の過程の特徴 … 135
◆自立した思考をもちはじめる 1 歳半の質的転換期 … 138
◆発達の障害を視野に入れた指導の課題 … 146
エピローグ 人と人との間で創り出す発達的自己肯定感 ………… 149

連絡先

全国障害者問題研究会出版部 Ｔｅｌ：03-5285-2601／Ｆａｘ：03－5285－2603

