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（社福）日本身体障害者団体 
連合会の概要
私は、ポリオによる下肢障害のある障害当事者

です。私が代表を務めている社会福祉法人日本身
体障害者団体連合会（以下、日身連）は、全国の
各都道府県・政令指定都市の障害者を中心とする
当事者団体と公益社団法人 日本オストミー協会、
一般社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連
合会の計64団体で構成されている連合団体です。
2018年に創立60周年を迎えました。

創立当初の1958年ごろは、「国が声を上げれ
ば、地域も動く」という中央集権体制でした。そ
のような社会において、日身連は、障害年金や障
害者の就労機会などの充実を掲げて、いくつかの
障害者団体が連合して生まれたのです。

2000年、社会福祉事業法が改正された社会福祉
法の中で地方分権がうたわれました。私たち日身
連は、国の施策立案にも携わりながら、それを地
域の施策に反映させること、また地域のニーズを
発信して国の施策に反映させることを大切にしな
がら、活動に取り組んでいます。

社会変革の絶好の機会を 
どう活かすか

●障害者施策のこれまでと 
大きな2つのチャンス

まず、わが国におけるこれまでの障害者関係施
策を振り返ります（資料①）。

1945年から1970年ごろは、戦後の混乱からの経
済の立ち直りが大きな課題でした。そして、高度
経済成長期を迎え、1964年に東京オリンピック・
パラリンピックが開催されました。そのパラリン
ピックでの経験について、障害当事者の先輩、そ
して通訳者から聞いた印象深い話があります。

パラリンピックは「パラプレジア（paraplegia：
脊髄損傷などによる下半身麻痺者）」と「オリン
ピック」を組み合わせてつくられた言葉です。
1964年の東京パラリンピックでは、脊髄損傷の人
たちだけに参加する資格がありました。

当時のパラリンピックの日本選手たちの多く
が、施設や病院に入所・入院していました。そん
な日本選手たちの状況を知って、欧米の選手たち
は「日本の障害者は、病院から来ているが、彼ら
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は病人なのか？」と驚いたそうです。逆に日本の
選手たちは、海外の脊髄損傷の人たちが地域で生
活していることに驚きました。そして将来、日本
でも自分たちが地域で生活できる希望を見出した
ということでした。

1970年から1990年の間の出来事としては、ま
ず、1973年の「福祉元年」を契機に福祉施策の
拡充が図られました。しかしそれは、入所施設が
メインとなる施策でした。その中で、1981年に国
連・国際障害者年を迎えます。多くの障害のある
人たちが再び海外から日本に訪れ、地域生活の大
切さを学び、そして実現への希望がさらに大きく
なりました。

1990年からは、自立支援の時代・在宅福祉サー
ビス整備の時代です。措置制度の時代から、利用
者主体、地域主体に変わりました。そして、2006
年に障害者自立支援法が施行されました。

また、2006年は、国連総会で障害者権利条約が
採択された年でもあります。

日本では2009年3月、条約を締結するための閣議
決定を行う際に、多くの障害当事者などが、条約
の締結前に国内法の整備を行うべきだと声を上げ
ました。そして、閣議決定が取りやめになり、これ
らの声を受け、障害者に関する国内法の整備が集

中的に進められたのです。これは異例な取り組み
だったと聞いています。合言葉は「Nothing about 
us without us（私たちのことを私たち抜きで決め
ないで）」でした。国内法の整備を経て、日本はよ
うやく2014年に障害者権利条約を批准しました。

そして、2020年には、国連の障害者権利委員会
による建設的対話と、そのあとに日本政府に対し
て総括所見（勧告）が出されます。建設的対話で
は、参加団体は1時間から1時間半、意見を述べる
ことができます。そして国連からの勧告である総
括所見は、我が国の障害者施策を改善・向上に導
く大きな力となります。参加は当事者団体だけで
なく、さまざまな団体が参加できるため、連携し
ながら2020年に備えたいと思います。

また2020年は、東京2020オリンピック・パラリ
ンピック競技大会(以下、東京2020大会)も控えて
います。私たちには、この2つの社会変革への絶
好の機会が与えられているのです。

●権利条約の批准に向け築かれた 
共生社会への基礎

日本は、2014年の障害者権利条約の批准に向け
た国内法の整備に、5年の年月を費やしました。

資料①

1945～1970 戦後の混乱から経済の立ち直りの時代 
  1964 東京オリンピック・東京パラリンピック  
      日本選手は入所者？病人？ → 地域生活への希望 
 

1970～1990 保護の時代・社会福祉施設整備の時代 
  1981 国連・国際障害者年 地域生活の大切さ 
 

1990～2010 自立支援の時代･在宅福祉サービス整備の時代 
  2006 障害者自立支援法施行 
 

「生活の充実」「心の豊かさ」に価値をおく成熟型時代へ 
2009（2010）～ 障害者権利条約締結のための条件整備 
  2011.3 東日本大震災 
  2011 障害者基本法改正  2013 障害者総合支援法施行 
  2014.1 障害者権利条約批准 
      2016 障害者差別解消法施行・改正障害者雇用促進法施行 
 

2020.8～9 東京オリンピック・パラリンピック  「オリパラ」 
2020.8～9 国連・障害者権利委員会による建設的対話 
              そして、総括所見 4 

（１） 
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まず、障害者基本法の改正により「障害者」の
定義が変わりました（資料②）。

改正前の2011年7月まで、「障害者」は、身体
障害者、知的障害者、精神障害者の3種類の障害
のみを対象にしていました。改正後の2011年8月
からは、これら3種類の障害だけでなく「身体障
害、知的障害、精神障害（発達障害を含む）、そ
の他の心身の機能の障害のある者」と、発達障害
者、難病者も障害者に含まれることになりました。

あわせて示された「障害及び社会的障壁により
継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を
受ける状態にあるもの」という定義も重要です。
障害だけでなく、「社会的障壁」、つまり社会の中
にバリアがあるために、障害のある人が暮らしづ
らくなり、日常生活や社会生活に相当な制限を受
けている、ということが明確に示されたのです。
これを「障害の社会モデル」といいます。

社会によってつくられた社会的障壁を取り除く
のは、国や地方公共団体の責務であること、そし
てそれを多くの国民と障害当事者が認識し、社会
的障壁を取り除いていく活動をする重要性がここ
にうたわれたことは、とても大きなことでした。

社会的障壁とは、具体的には「社会における事
物（通行、利用しにくい施設や設備など）」、「制
度（利用しにくい制度など）」、「慣行（障害のあ

る人の存在を意識していない慣習や文化など）」、
「観念（障害のある人への偏見など）」、「心の壁
（心のバリア）」をいいます。

これらの社会的障壁を取り除くことは、障害の
ある人たちだけではなく、超高齢社会に住む多く
の人たちにとって、暮らしやすい社会の基本にな
ります。

2013年に制定された障害者差別解消法では、
「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮の不
提供」が禁止されました。「不当な差別的取り扱
い」だけでなく「合理的配慮の不提供」も差別で
ある、と示されたことがポイントです。

合理的配慮とは、障害者が社会的障壁の除去を
必要としている場合、当該除去の実施に伴う負担
が過重でないときには、性別、年齢及び障害の状
況に応じて、必要かつ合理的な変更、調整を行う
ことをいいます。

厚生労働省の調査では、心身の機能に障害のあ
る人は、国内総人口の7.4％、つまり13.5人に1人と
されています（資料③）。

ただし、この数字には発達障害や難病のある人
は含まれていません。つまり、障害のある人の割
合はもっと大きいのです。

社会的障壁の中身は、同じ障害名でも一人ひと
り異なります。したがって、社会的障壁に対する

資料②

平成23年（2011）の改正前の障害者基本法では、 
障害者は「身体障害、知的障害又は精神障害（以下「障害」と総称する。）が
あるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」と規定 
 

平成23年（2011）の改正では、 
障害者は「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）
その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）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又は
社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と規定 

障害者権利条約の締結に必要な国内法の整備をはじめ
とする制度の集中的な改革により  （平成21年12月～） 

障がい者制度改革推進会議（～平成24年3月） 
障害者政策委員会における検討（平成24年～） 

（１） 

「障害」は個人の心身機能の障害と社会的障壁の 
相互作用によって創り出されているので、 
社会的障壁を取り除くのは社会の責務 

障害の 
社会モデル 

私たちのことを私たち抜きに決めないで！ 
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合理的配慮も、障害名ではなく一人ひとり異なる
ということを理解することが大切です。13.5人に1
人よりも、もっと多くの人たちの数だけ異なる合
理的配慮が求められるのです。

そのほか、障害者雇用促進法が改正されるな
ど、各関係法律に反映されました（資料④）。

東京2020大会のレガシーとは

●ユニバーサルデザイン2020行動計画

東京2020大会を契機として「ユニバーサルデザ
イン2020行動計画」が示されました。

同計画では「障害のある選手たちが繰り広げる
圧倒的なパフォーマンスを目にすることができる
2020年パラリンピック競技大会は、共生社会の
実現に向けて人々の心の在り方を変える絶好の機
会」だと考えています。

そして共生社会への実現に向けた具体的な取り
組みとして、ユニバーサルデザインの街づくりと
心のバリアフリーという2つの柱を示しています。

ユニバーサルデザインの街づくりでは、東京
2020大会に向けた重点的なバリアフリー化だけで
なく、全国各地で高い水準のユニバーサルデザイ
ンも推進することとしています。

そのためには「より一層、強力かつ総合的に、
国、地方公共団体、民間が一体となって取り組み
を進めていく必要がある」としています。

また、ユニバーサルデザインの街づくりは「災
害発生時に障害のある人を含め、人々の避難行動
を円滑にすることから、災害に強くしなやかな国

づくりの観点からも重要な取り組みである」とさ
れています。

同計画を受け、国土交通省のバリアフリー推進
施策として、大会後も見据えた全国のバリアフ
リー水準を底上げしていくために、あらゆる取り
組みを推進しています。その一つが、2018年5月
に成立したバリアフリー法の改正です。

私たち障害当事者にとってとくに大きな改正点
は、バリアフリー法の対象が従来の路線バスや
離島航路などに加えて、新たに貸し切りバスや遊
覧船などが対象になったことです。この改正によ
り、障害のある人たちが外出できる機会をより広
げられることにつながったと思います。

また、障害者などの参画のもと、バリアフリー
の取り組みについて評価を行う会議を設置するこ
とが、法律に位置づけられたことも重要なポイン
トです。

●心のバリアフリーへの取り組み

心のバリアフリーの定義については「様々な心
身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に
理解を深めようとコミュニケーションをとり、支
え合うこと」と、2017年2月のユニバーサルデザイ
ン2020関係閣僚会議で決定されました。これを体
現するポイントも行動計画で示されています。

まずポイントの1つは、障害のある人への社会的
障壁を取り除くのは社会の責務であるという「障
害の社会モデル」を理解することです。これは障
害者基本法を踏まえたものです。

そしてもう1つのポイントは、障害のある人及び

資料④

障害者 
 権利条約 
 

障害者 
 基本法 

障害者 
差別解消法 

障害者 
 総合支援法 

社会的障壁の除去 
 差別の禁止 
 合理的配慮不提供 
  の禁止 
暮しづらさの改善 

指定障害福祉 
    サービス 

基本的人権 
差別の禁止 
障害者の定義 
 社会的障壁 
障害者の 
 範囲の拡大 

障害者雇用
促進法 

児童福祉法 

バリアフリー
法改正 

差別の禁止、合理的配慮不提供禁止 
障害及び障害者理解の促進 

（１） 
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その家族への差別である、不当な差別的取り扱い
及び合理的配慮の不提供を行わないように徹底す
ることです。これは障害者差別解消法でうたわれ
ていることです。

最後のポイントは、「自分とは異なる条件を持
つ多様な他者とコミュニケーションを取る力を養
い、すべての人が抱える困難や痛みを想像し共感
する力を培う」ことです。

具体的な取り組みも5つ示されました。
1つめは、学校教育における取り組みです。

2020年に学習指導要領が改正されます。そこで、
教科書に心のバリアフリーについてしっかり明記
することが決定されました。それに伴い、教員や
これから教員になる学生に、心のバリアフリーに
ついて理解してもらう研修などを実施していくこ
とになっています。そして障害のある人とともに
ある「心のバリアフリー授業」の全面展開や障害
のある幼児・児童・生徒を支える取り組み、高等
教育での取り組みも重要で、検討を始めており、
今後さらに深まっていくと思います。

2つめは、企業などにおける心のバリアフリーの
取り組みです。内閣官房東京オリンピック競技大
会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局
で、研修マニュアルをつくり、企業などにおける
社員教育や接遇対応の向上を図るとしています。
そして、障害のある人が活躍しやすい企業などを
増やします。中央省庁における障害者雇用率の水
増し問題がありました。労働政策審議会の障害者
雇用分科会で、企業の人たちとともに、本音の話
し合いを進めているところです。

3つめは、地域における取り組みです。心のバ
リアフリーを地域で進めるということと、災害時
における支え合い、避難行動要支援者に配慮した
避難支援の在り方を検討することです。

4つめは、国民全体に向けた取り組みとして、
障害のある人とない人がともに参加できるスポー
ツ大会などの開催を推進しています。私たちの地
域では、行政も企業もボッチャという競技で取り
組みを始めました。また、特別支援学校を拠点と
したスポーツ・文化・教育の祭典の実施も挙げら
れています。

そして大事なのが5つめの、障害のある人による
取り組みです。私たち障害当事者自身が、障害の

社会モデルを踏まえて、自らの障害を理解し、社
会的障壁を取り除く方法を相手に分かりやすく伝
えるコミュニケーションスキルを身につけること
が重要です。

●障害当事者からの発信が 
求められている

この、障害当事者による発信の重要性につい
て、仙台市で障害者保健福祉計画を作成する際、
住民に対して行われた「仙台市障害者等保健福祉
基礎調査」を例に考えたいと思います。
資料⑤の、「あなたのご近所で、障害などのた

めに困っている世帯があったらどのような対応を
したいですか」という質問に対して、もっとも多
かった答えは「支援を求められたときはお手伝い
したい」で、約65％でした。続いて多い順に、

「できる限りのお手伝いをしたい」「多少のお手伝
いをしたい」という結果でした。

また、「どういうことを手伝えばよいか分かれば
手伝いたい」や、「余計なお世話になってしまう
のではないか」と、手伝ってよいのかを躊躇する
人も多いことが分かっています。このことから、
私たち障害当事者自身が求めていることを発信す
る力が大切だといえます。
資料⑥は、「福祉サービスを充実させていくうえ

で、行政と地域住民との関係について、あなたの
考えにもっとも近いものを選んでください」とい
うアンケートの結果です。
「社会福祉を実施する責任は行政にあるので、

住民はとくに協力することはない」と答えた人が
4％ほどいますが、もっとも多かったのは「福祉課
題については、行政も住民も協力し合い、ともに
取り組むべきである」との答えでした。

続いて多い順から「行政の手が届きにくい福祉
課題については、住民が協力していくべきであ
る」「まず家庭や地域で助け合い、できない場合
に行政が支援すべきである」という結果でした。
行政任せにせず、地域での支え合いの意識を持っ
ている人が多いことが分かります。

確かに、見た目では分からない障害のある人た
ちに対する難しさはあると思います。東日本大震
災のときにも、見た目で分かる障害のある人たちか

障害のある人が社会参加しやすい共生社会の実現
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らは「近所の人たちの支えを強く感じた」という声
が多かったのに対して、見た目では分からない障
害のある人たちからは「近所の人たちからの支援
は得られなかった」との声が多く聞かれました。当
事者に話を聞くと、自分が障害者であることさえも
親戚や近所の人に伝えられないということでした。

過重な負担にならない範囲で必要な配慮を行う
ことがあたり前の社会になれば、障害のある人だ
けでなく、誰もが暮らしやすい社会になるはずで
す。障害当事者にも、その声の貴重さを認識して
もらえることを願います。

●ユニバーサルデザイン2020 
評価会議がもたらすもの

2019年3月に行われた「第2回 ユニバーサルデ
ザイン2020評価会議」では、ユニバーサルデザイ
ン2020行動計画の施策の改善状況が示されました

（資料⑦）。
まず1つめとして、ホテルのバリアフリー化の推

進が少しずつ進んでいます。
2つめは、ユニバーサルデザインタクシーの改善

についてです。初期のタクシーは乗りにくかった
のですが、最近は乗りやすくなっており、車いす
ユーザーにとっても少しずつ改善してきているよ
うです。

3つめの、障害者割引における利用者利便の改
善については、まだすべてのところではありませ
んが、障害者手帳を提示しなくても、障害者割引
を利用できる鉄道もでてきているようです。

4つめの、最新技術を活用した情報提供の強化も

進められています。ただし、最新技術が進歩して
も、その使い方が難しければ、流れについていけ
ない人たちが出てきてしまいます。皆が使いやす
い形で技術が進歩していくことを期待しています。

5つめの、心のバリアフリー研修の拡大・向上に
ついては、私たち日身連でも、2019年度は全国6
ブロックでモデル的な研修を行い、各加盟団体に
よって各市町村に広げてもらう取り組みを行って
います。

6つめは、障害者雇用の推進です。
この会議の中で「評価会議は2020年を過ぎても

続けるのか」を確認しました。内閣官房の担当事
務局長の答えは、「東京2020大会組織はなくなる
が、評価会議については続けていくことを検討し
たい」とのことでした。ぜひ存続して、共生社会
づくりへの取り組みを地域に反映し続けてほしい
と願っています。

●環境整備の事例：仙台市から

国連の障害者権利委員会が意見書として、社会
的障壁の除去方法を提示しています。

まずは、アクセシビリティを提供する義務を果た
す、つまり環境を整えることです。ただし、環境を
整えるには時間や費用が掛かる場合があります。
環境整備が整っていない場合において、個人に当
面の利用の機会を提供する手段として、合理的配
慮を提供する義務が求められる、としています。

私の住む仙台市における環境整備の事例をご紹
介します。

仙台市には、もとより南北線という地下鉄があ

資料⑤
（２） 

0 10 20 30 40 50 60 70

無回答 

わからない 

その他 

特に何もしない 

多少のあ手伝いをしたい 

支援を求められたときはお手伝いしたい 

できる限りのお手伝いをしたい 

あなたのご近所で、障害などのために困っている世帯があったら
どのような対応をしたいですか。 （ＳＡ） n=303 
                        平成28年度仙台市障害者等保健福祉基礎調査 

％ 
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資料⑥
（２） 

0 10 20 30 40 50 60 70

無回答 

わからない 

その他 

まず家庭や地域で助け合い、できない場

合に行政が支援すべきである 

福祉課題については、行政も住民も協力し

合い、ともに取り組むべきである 

行政の手が届きにくい福祉課題について

は、住民が協力していくべきである 

社会福祉を実施する責任は行政にあるの

で、住民は特に協力することはない 

％ 

福祉サービスを充実させていくうえで、行政と地域住民との関係につ
いて、あなたの考えに最も近いものを選んでください。（ＳＡ） n=303 
                     平成28年度仙台市障害者等保健福祉基礎調査 
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ります。南北線では、ホームと車両の間に段差が
あり、車いすユーザーが電車を利用する場合、駅
員にお願いして携帯用のスロープを持ってきても
らいます。つまり、合理的配慮です。しかし、降
りる駅でも同じように対応してもらわなくてはな
らないため、好きなときに自由に電車に乗れない
という環境でした。

こうした中、2015年に完成した地下鉄東西線で
は、計画段階から障害当事者が参加し、意見の聴
取を経て設計などに反映させました。その結果、
資料⑧のように、ホームと車両間の段差をなくし、
隙間もほとんどないホームができあがりました。

駅員による介助なしで乗降ができるようになっ
たのです。車両内には、車いすユーザーからの声
を受け、二段の横の手すりに加え、縦の手すりが
追加されました。駅の多機能トイレも、右から便
座に移乗しやすい人と左から移乗しやすい人、そ
れぞれに対応できるよう2つ設置されました。これ
らは、設計段階から障害当事者が参加したことに
より実現できたことといえるでしょう。
資料⑨は、仙台市につくられた津波避難タワー

です。
ここには、多くの津波避難タワーでは設置され

ていないスロープが設けられました。スロープが

あるので、車いすユーザーは自走もできますし、
地域の人に押してもらうことも可能です。

屋内は、アコーディオンカーテンで区切って、
プライバシーを確保できるようにしました。これ
は、東日本大震災の際、導尿が必要な人などから

「避難所でのプライバシーがなく苦労した」との
声を受けて反映したものです。障害者や高齢者な
ど当事者のニーズに合わせて整備したことが評価
され、国土交通省から「バリアフリー化推進功労
者大臣表彰」を受けました。

2015年に、国連の防災世界会議が仙台市で開
かれ、そのときに初めて、障害者がステークホル
ダー（関係者）として参加しました。そして、障
害のある人の参加は、ユニバーサルデザインに配
慮し、多様なニーズのある人たちに応えることの
できる防災計画とその実施のために重要であるこ
とが提起されたのです。

2020年以降の課題と取り組み

●2025年問題に向けた対策

団塊の世代のすべてが後期高齢者になる「2025
年問題」が目前に迫っています。団塊の世代が後

資料⑦

１． ホテルのバリアフリー化の推進  
 

２． ユニバーサルデザインタクシーの改善  
 

３． 障害者割引の利用者利便の改善  
 

４． 最新技術を活用した情報提供の強化  
 

５． 心のバリアフリー研修の拡大・向上  
 

６． 障害者雇用の推進  

ユニバーサルデザイン2020行動計画の施策 
の改善状況（主要項目）について 

ユニバーサルデザイン２０２０行動計画は大事な取り組み、 
しかし、これらをどのようにして各地域に反映させるのか？ 

ユニバーサルデザイン2020評価会議 
2019年3月19日 

（２） 
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期高齢者になりはじめる2022年ごろから、医療費
などの社会保障費が増大することが指摘されてい
ます。支える側である生産年齢人口は減少しつつ
あり、厳しい時代になることが予想されています。

そうした中でも、障害のある人たちが元気に生活
する仕組みをつくっていくことが必要です。では、
2025年問題の人手不足と財源不足を回避するため

の方策として、何が考えられるのかを検討します。
これからの時代には「自助」「共助」「公助」だ

けでなく、「互助」が求められるようになってきま
した。互助とは「地域の支え合い」です。公助に
期待することが厳しくなる中、障害当事者団体とし
ても、この互助の力をしっかり発揮する必要がある
と考えています。障害があるために体験した困りご

資料⑧

不特定多数の障害者を主な対象として行われる 
事前の改善措置とは 
仙台市地下鉄東西線：携帯スロープなしで乗降可能 

合理的配慮とは：例えば携帯スロープの活用 
多くの鉄道、仙台市地下鉄南北線など 

（２） 

内閣総理大臣表彰    （全国2件）（平成29年12月） 24 

資料⑨

南蒲生津波避難タワー 
高さ：2階部分避難スペース 6m 
最上階避難スペース 9m 
備蓄品：簡易トイレ3台、発電機1台、 
防災行政用無線1台、毛布・非常食・飲
料水 各250人分  収容人員：約250人                
（仙台市役所ホームページから） 

車いすで津波避難タワーへ避難 

仙台市内６か所に津波避難タワー 

国土交通省 バリアフリー化推進功労者大臣表彰 
                （全国で4件）（平成29年1月） 

バリアフリー化された津波
避難タワーなどによる、高
齢者・障害者などにも対
応した面的避難エリアの
実現       仙台市 

（２） 

25 
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とや不便なことを共有しながら、お互いに支え合う
仕組みをつくり、関係事業所の人たちと連携して
いくことがより重要になってくると思います。

また、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生
活を最後まで続けることができることをめざして
つくられた「地域包括ケアシステム」を、どのよ
うに障害者の分野に取り入れるかということも課
題です。高齢者だけでなく、私たち障害者も地域
で暮らしていきたいと考えています。「財源が少
なくなってきたから」ではなく、「地域で生活する
仕組みをしっかりつくる」という視点から取り組
まなければいけません。

また、各種センサー技術などの発展、IoT、AI
機能を駆使したロボット化などによって、労働力
不足の解消を図っていく必要があると思います。

そして、東京2020大会のレガシーや障害者権利
条約の総括所見を含めて、私たち障害当事者自身
が積極的に活動していく必要があります。

●誰もが暮らしやすい共生社会の実現に
向けて

最後に「自立支援」について考えます。「自
立」を国語辞書で調べると「人に頼らないこと」
と書いてあります。しかし、福祉領域での「自
立」とは「どのような生活をしたいのか、どのよ
うな人生を送りたいのか。さまざまな支援を活用
しながら、それらの希望を自己決定、自己選択
して（自己責任を引き受け）自己実現していくこ
と」だとされています。

障害福祉のめざす社会は、障害のある一人ひと
りが生きがいをもってその人らしい生活を送るこ
とです。そのために、日身連も含めた当事者団体

は「出かける機会」をつくることが重要だと考え
ています。

2012年に改正された「健康日本21（第2次）」で
は、高齢者が元気に暮らすために必要なこととし
て、体力をつけることや休養すること、適切な栄
養の摂取、口腔ケアやガンの予防などだけでな
く、「出かけること」「集まること」「社会参加する
こと」の促進があげられました。このことは障害
者に対しても同じだと考えます。

したがって、出かける機会をつくるとともに、
出かける場所や集まる場所の整備も進めていく必
要があります。場所の設備が老朽化しているので
あれば、バリアフリーやユニバーサルデザインの
視点をしっかりもって改築していただきたいと思
います。そして、出かけるための移動支援を含め
た移動手段の整備も必要です。

かつての社会は、障害のない人や健康な青年に
合わせて基準がつくられたものです。今もまだ、
その傾向が少し残っているかもしれません。しか
し、障害者権利条約の批准における国内法の整
備、そして東京2020大会や障害者権利条約の総括
所見、また国での検討を地域に反映させることに
よって、障害のある人々や不安を感じている人々
に基準を合わせた社会を実現できると期待してい
ます。

そのために、繰り返しになりますが、障害のあ
る私たち自身が不便に感じていること、困ってい
ることを声にすることが求められます。それらが
活かされれば、高齢者や妊婦さん、ベビーカーを
押したお母さん、一時的にけがなどによって不便
を感じている人にとっても暮らしやすい共生社会
が実現されるはずです。このチャンスは、必ず活
かさなければなりません。

障害のある人が社会参加しやすい共生社会の実現
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