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障害者（児）を守る全大阪連絡協議会 

第４８回定期総会議案 
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２０１５年度の活動のまとめ 

 

１．２０１５年度の活動の特徴 

 

 ２０１５年度は、①「戦争法」反対のとりくみ、②大阪市解体に反対するとりくみ の

２つの課題を運動の最重点にかかげてとりくみをすすめました。 

 「戦争法」反対では、他の市民団体等との共同とあわせ、「障害者９条・２５条の会」の

活動、青年当事者や若い福祉労働者などで結成した「ぐらり Gra×Ri」への活動支援など

を行いました。これらの運動を通して、憲法や平和などの意味と意義、社会保障や社会福

祉の課題と政治の在り方をはじめとする「社会の在り方」に対する一人ひとりの考えをそ

れぞれの言葉で語り行動することに踏み出すことにつながるなど、参加した一人ひとりの

“運動の担い手としての育ち”につながる貴重な経験を積み上げることができました。 

 大阪市解体反対について、「大阪市をなくさんといて！障害者連絡会」を大阪市に関わる

幅広い団体とともに結成し、共同でのチラシの作成、街頭宣伝の実施、集会の開催、記者

会見の実施など、短期間に多様な活動をくり広げ、内外からも注目を集めました。住民投

票では大阪市の解体がいったん否決されましたが、その後の大阪府知事・市長同時選挙で

維新の会候補が知事・市長に選ばれたことから、今後も維新政治を許さないねばりづよい

運動が求められています。 

 

２．東日本大震災への障害者支援・救援活動と防災に向けたとりくみ 

 

 障連協がきょうされん大阪支部などとともに進めてきた「東日本大震災大阪障害者緊急

対策連絡会」の活動は、一昨年度「きらら女川」（宮城県女川町）に連絡会に寄せられた募

金の中から５００万円を拠出して完了しました。２０１５年度は前年度に続き、新たに支

援募金は寄せられていません。現在手元にある救援募金は、「南海トラフ巨大地震」をはじ

めとする今後発生する災害への救援に資する初動経費として管理・保管していくこととし

ています。 

【東日本大震災 救援活動に係る収支報告書】 

２０１５年４月１日～２０１６年３月３１日 

●収入 寄附金          0 円 

●収支差額 １,320,149 円 郵便振替口座にて保管 

 

 障連協では、障害児者をはじめとする「災害時避難行動要支援者」や「要援護者」への

府内市町村の対応状況を調査し、障害者・児・家族が安心して暮らすための防災と街づく

りの課題の検討をテーマに「障害者にとっての防災課題検討会」を継続し、全市町村への
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アンケート調査とその結果分析や危機管理室との懇談等を行ってきました。全市町村への

調査は２０１２年度から毎年実施し今年で４回目を迎えます。 

 また今回初めて、きょうされん加盟の福祉施設を対象とした防災アンケート（福祉避難

所調査を兼ねる）を実施し、３０施設から回答を得ました。 

 ２０１４年度の調査結果は外部発注の冊子として取りまとめ、回答いただいた自治体や

関係先に送付するとともに、大阪府危機管理室とこんだんを行いました。また、「これから

の障害・難病・医療を考える懇談会」（障連協・大阪府保険医協会・大阪難病連などで構成）

がよびかけて開催された防災シンポジウムには、シンポジストのひとりに大阪府危機管理

室長を迎えることができました。 

【障害者・家族にとっての防災課題検討会】 

検討会／２０１５年４月２０日、６月１日、７月６日、８月３日、８月３１日、１０月６日、１１月

１６日、１２月７日、２０１６年１月２６日、２月２９日、 

３月２２日 

大阪府危機管理室との懇談 ２０１５年７月８日 府庁新別館１階 

 

３．共同のとりくみ 

①大阪障害フォーラム（ＯＤＦ） 

障連協は大阪障害フォーラム（ＯＤＦ）の事務局として、幅広い団体とともに活動を進

めてきました。大阪府における差別解消条例の在り方についてＯＤＦは作業チームを編成

して検討を進めてきました。これに対して大阪府は昨年８月、障害者差別解消法が施行さ

れる４月１日に合わせて、あっせん等による紛争解決機関の設置に限っての機能を持たせ

た「大阪府障害者差別解消条例」を策定したい旨を明らかにしました。ＯＤＦではこの扱

いについて内部での検討を重ね、団体間の意見の違いを調整して、大阪府の考える条例制

定について了解するとともに、施行後さらに見直しを加えより良いものへと改善していく

よう大阪府に働きかけていくことを全体の一致点として確認するに至りました。 

障連協では、一昨年障害者差別禁止条例のありかたについての「大阪府における障害者

差別禁止条例制定についての障害者（児）を守る全大阪連絡協議会の基本的な立場」を取

りまとめた他、大阪府のガイドライン策定にあたり大阪府に対して意見書を提出するなど、

障連協としての基本的な立場について繰り返し表明をしてきました。 

【ＯＤＦをめぐる主な動き】 

大阪府との話し合い／２０１５年９月４日 

総会／２０１５年６月２０日 

世話人会／２０１５年７月２２日、８月１９日、９月９日、１０月２６日、１１月１０日、１２月３

日、２０１６年２月３日、３月４日、２０１５年１月２２日、２月１６日、３月２５日 

障害者差別解消作業チーム ２０１５年４月３０日、５月２８日、６月１１日、７月９日、８月１０

日、９月２４日、１０月２９日 

 

②分野を超えた共同のとりくみ 

 前年度に引き続き、「子ども」「医療」「福祉人材」の３つのテーマについての共同行動に

取り組んできました。 
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 「子ども」の問題では、大阪保育運動連絡会などともに、「児童福祉法改定問題検討会」

を継続してきました。「子ども子育て支援新制度」に基づく新しい保育システムの実施に伴

い、障害のある子どもにどのような影響が生じるのかを明らかにすることを通して、新制

度が抱える矛盾を浮き彫りにし、制度改善に向けた共同の課題を明らかにしていくことを

目指してきました。保育所運営法人が児童発達支援事業を実施するなど、本来あるべき保

育事業・障害児福祉施策の立場から検討すべき課題に対応するため、大阪府内の障害児通

所支援事業や子ども子育て支援事業計画等の実態調査なども進めてきています。今後もこ

の検討会を継続発展させるとともに、この分野に関心を持つ研究者等や事業所職員などに

参加を呼び掛けていくことにしています。検討会は毎月第四金曜日に定例開催しています。 

【障害児保育・療育分野の児童福祉法改定についての政策検討会の動き】 

検討会／２０１５年４月２４日、５月２２日、６月２６日、７月２４日、８月２８日、９月２５日、

１０月２３日、１１月２７日、１２月２５日、２０１６年１月２２日、２月２６日、３月２５日 

 

「医療」をめぐっては、２０１０年８月に大阪難病連、大阪府保険医協会などとともに、

「これからの障害・難病・医療を考える懇談会」を発足させ、懇談会を定期的に開催する

とともに、学習会等を実施してきました。この懇談会の継続と定例開催は、障連協と大阪

府保険医協会や大阪難病連とのつながりを深めてきました。「医療・介護総合確保推進法」

による医療・介護の一体改革がすすめられる中で、医療・福祉が連携して制度の拡充を求

めていくことがますます重要となっています。今後２０１８年の診療報酬・介護報酬の同

時改定に備えるため、この検討会の役割はますます重要となっています。３月１２日、こ

の懇談会が主催して「障害・難病・医療からみる防災の課題～避けられる死をなくすため

に」を開催しました。 

【これからの障害・難病・医療を考える懇談会】 

懇談会／２０１５年４月２日、６月３日、１０月６日、１２月１日、２０１６年２月２日 

事務局会議／２０１５年５月１１日、７月７日、９月８日、１１月１０日、２０１５年１月１２日、

３月１日 

防災シンポジウム／２０１６年３月１２日 

 

「福祉人材」をめぐっては、福祉保育労働組合大阪地本や福祉施設経営者同友会などが

呼びかけて結成した「福祉問題検討会」に参加して意見交換・活動を行ってきました。野

党５党の共同提案による「介護職員等の処遇改善法案」が与党の反対で否決されましたが、

全業種平均より月額１０万円も低い福祉介護職の賃金の引き上げなしに深刻な人材不足の

解決はありません。社会福祉は社会問題により生起する生活問題に対応するための社会政

策です。こうした社会福祉の本来的な意味を理解し、福祉の専門性を介護技術の良し悪し

だけで評価するのでなく、生活問題の背景にある社会問題の本質に迫る営みとしてとらえ

ることのできる職員を育てていくことも大切な課題です。障連協は障害者の生活と権利を

保障していく視点から、福祉労働者が福祉労働が本来備えるべき専門性を高めていけるよ

う、今後も福祉人材の確保・育成の運動にも参加していきます。 
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【福祉問題検討会】 

検討会／２０１５年５月２９日、６月１５日、７月２１日、８月２８日、９月２５日、１１月１９日、

１０月１４日、１１月３０日、１月１２日、２月１５日、３月１４日 

学習会／ ２０１６年１０月２７日 講師 浜岡政好さん（佛教大学） 

街頭署名・宣伝／２０１６年２月２２日 

 

③共闘団体による共同の発展 

障害者関連の情報交換と運動課題の整理・共同を発展させるため、障害者関係８者懇談

会、障害児教育７者懇談会等に参加して、活動をすすめました。昨年度からで当事者を中

心とした準備・運営に心掛けてきた「障害者の権利を守れ！１２．９ヒューマンウェーブ」

（同実行委員会主催）は、今年度も１２月９日に大阪城教育塔前広場で開催しました。安

保法反対のとりくみを盛り上げてきた青年たちが、この集会にも中心的な役割を発揮し、

シュプレヒコールの作成やパレードの先導などの役割を果たしてくれました。 

「無年金障害者の会」に幹事を送ったほか、「大阪市をよくする会」の常任幹事、「大阪

から公害をなくす会」の幹事等の役員を派遣しました。 

 

④憲法を守り平和を求める共同のとりくみ 

 安部首相がなりふり構わずすすめる憲法改悪の策動に対し、他団体と共同を広げながら

「憲法改悪反対・平和を守れ！」の運動を進めてきました。政府の恣意的な憲法解釈で海

外派兵も可能となる安保関連法制を許さないため、７月１８日に扇町公園で「障がい者・

家族・関係者集会 with SADL」を開催。その後同じ日同じ場所で開催された戦争法反対１

万人集会とパレードにも元気に合流しました。この集会の成功にむけ「Road to 7･18」とい

う青年グループを結成しフェィスブックなどのソーシャルメディアを活用して、「コメント

リレー」や集会参加の呼びかけなどにとりくみました。その後「Road to 7･18」は、「ぐら

り Gra×Ri」（「Gradation（個々の色の集合体）／Rights（権利）」の略で人間らしく生き

るための権利を求める有志）と名づけられ、駅頭でのスタンディングや、SADL、SEALDs 

Kansai などとの共同集会やデモ、記者会見、映画会の開催など、多彩な活動を繰り広げま

した。残念ながら安保関連法は９月１９日に強行されましたが、その後も「ぐらり Gra×

Ri」は、平和と民主主義を取り戻す活動を進めています。 

【Gra×Riが主催・参加した主なとりくみ】 

２０１５年６月２３日 安保法制反対扇町集会 「Road to 7･18」発足・うちあわせ 

７月１５日 梅田緊急街宣 

７月１８日 戦争法反対１万人集会 

７月１９日 SADL×SEALDs KANSAIデモ 

８月２３日 若者全国一斉行動 

８月２６日 映画会（さとうきび畑の唄・ほくぶ障害者作業所） 

８月３０日 戦争法案を廃案に！アベ政治を許さない！ ８．３０おおさか大集会 

９月１０日 平和のための緊急学習会（峰島厚） 

９月１２日 共同記者会見 

９月１３日 戦争法案に反対する関西大行動（２万人） 

９月１７日 強行採決に反対する楳田緊急街宣アピール 

１１月５日 どうするダブル選挙 キックオフ集会① 

１１月９日 どうするダブル選挙 キックオフ集会② 
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 「憲法９条・２５条を守る大阪の障害者・府民の会」がよびかけて、学習会を３回開催

しました。また障連協から、原水禁世界大会（長崎大会）に２名の代表を派遣しました。

戦争法反対２０００万署名は４３０筆が集まりました。 

【憲法９・２５条を守る大阪の障害者・府民の会学習会】 

５月２３日 検証！介護保険（日下部雅喜） 

７月１８日 安保法制の目的は何か（楠晋一） 

３月１１日 社会保障制度改革の流れ（峰島厚） 

 

４．大阪府交渉・大阪市交渉をはじめとする府・市に向けたとりくみ 

①大阪府に向けたとりくみ 

大阪府交渉は、６月３０日（参加者５３人）、７月６日（６６人）、７月２９日（１７３

人）、８月３日（１４８人）の４日間、大阪日赤会館で開催しました。また、交渉後の継続

した話し合いを、障害者医療ネットワーク推進事業の課題について９月１０日に、中途障

害の課題について９月１６日に行いました。今年度も青年当事者の会（準備会）などでは

交渉実施に先立った「模擬交渉」などのロールプレイを実施しました。 

また、大阪市立特別支援学校の大阪府移管に関して、大阪府教育委員会に対して教育７

者こんとして緊急要望書を提出して回答を求めました。 

大阪府障がい者施策推進協議会委員に、中内福成代表幹事が、大阪府福祉のまちづくり

審議会委員・大阪府障害者スポーツ振興協会評議員に、泉本德秀幹事が選任され活動しま

した。大阪府からは障害者団体間の相互調整などの役割について障連協に期待が寄せられ

ています。 

【大阪府交渉実行委員会】 

実行委員会／２０１５年４月１５日、５月１４日、６月１１日、７月２日、８月５日 

 交渉／２０１５年６月３０日、７月６日、７月２９日、８月５日 

 

②大阪市に向けたとりくみ 

市民を置き去りにして大阪市が強行しようとした「大阪都構想」に反対するとりくみを、

多くの障害者団体とともにすすめました。とりわけ５月１７日に投票された大阪市を廃止

し５つの特別区に分割する「特別区設置協定書」の是非をめぐる住民投票では、大阪市解

体で障害者・家族の施策が大きく掘り崩されることなど様々な影響を具体的に示しながら、

幅広い団体とともに「大阪市解体ノー」の声を広げようと「大阪市をなくすな！障害者連

絡会」を立ち上げ活動しました。住民投票では約１万票の差で大阪市の解体を阻止するこ

とができましたが、その後１１月２２日に投票された大阪府知事・大阪市長のダブル選挙

で、おおさか維新の会の候補が当選したことから、今後も執拗に大阪市の解体がゴリ押し

されようとすることに備えなければなりません。 

大阪市交渉は、１０月２７日（３０人）と２９日（３０人）の２日間、港近隣センター

実施しました。この交渉に先立ち、９月２９日に、大阪市立特別支援学校の大阪府への移

管反対をテーマに、大阪市教育委員会と交渉を行いました。保護者などには「校名が変わ
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るだけ」などと説明しながら、実習助手の削減や理学療法士の派遣日数の縮小など、児童・

生徒の教育内容や条件が大幅に後退することが明らかとなりました。市障教・障連協など

関係団体は１１月２０日、１３６５２筆の陳情署名を大阪市議会に提出しましたが、１２

月１０日の市議会で継続審査となったまま年度末を迎え２０１６年４月１日からそのまま

大阪府に移管されました。 

その他、大阪市障害者施策推進協議会では、計画策定推進部会に井上泰司幹事が委員と

して参加しました。また、大阪市対策連絡会が主催した大阪市交渉が９月２２日に行われ、

障連協からも参加しました。 

【大阪市交渉実行委員会】 

実行委員会／２０１５年６月２２日、７月３１日、９月２日、９月３０日、１０月１５日、１１月３

０日 

交渉／２０１５年１１月２７日、２９日 移管問題教育委員会交渉 ２０１５年９月２９日 

【大阪市解体反対にむけた障害者の統一行動】 

市役所前共同集会と記者会見 ５月８日 

 

③市町村に向けたとりくみ 

 各地域障連協や地域組織を中心に、それぞれの市に向けた運動が進められました。 

 ２０１４年度に実施した「市町村障害福祉計画検討会」は２０１５年度には実施するこ

とができませんでした。障害児者に係るさまざまな施策の直接責任が市町村に移されてき

ていることから、市町村の運動を支援する活動の強化が求められています。 

 

５．国に向けたとりくみと障全協運動への参加 

障全協近畿ブロック会議では、各県のとりくみの交流や共通する運動課題などについて

議論を行いました。２０１６年１月２４日に、和歌山市で「障全協近畿ブロック地域運動

交流会」を開催しました。障全協全国集会、障全協活動者学習会などに参加をし、全国の

仲間たちと交流を深めるとともに、障害者施策の拡充を政府に求めました。 

障全協全国署名は、介護保険署名１２６２筆、運賃割引署名５０２筆に留まりました。

運動の位置づけが不十分であり、あらゆるところに持ち込んで署名を推進するなどのとり

くみを行えなかったことが反省点として挙げられます。 

【障全協の諸課題】 

 障全協総会／２０１５年４月５日 

政府交渉・国会議員要請行動／２０１５年４月６日、５月２２日、９月１８日、２０１６年１月

２８日 

障全協幹事会／２０１５年５月２１日、９月１７日、２０１５年１月２７日、２０１５年３月２

～３日 

近畿ブロック会議／２０１４年５月２４日（兵庫）、１０月２５日（滋賀）、１月２３日（和歌山） 

近畿ブロック集会／２０１５年１月２５日（和歌山） 

障全協活動者学習会／２０１５年８月２２～２３日（熊本） 

障全協専従者交流会／２０１４年８月２３～２４日（熊本） 

全国集会・中央行動／２０１５年１１月２３～２４日 

 

６．学習やレクリェーション、青年の組織化のとりくみ 



8 

 

ひまわり号を走らせる大阪実行委員会は、多くの障害当事者・その家族・関係者の移動

の権利を守り、列車での旅を楽しむことを目的に活動を進めました。２０１５年度ひまわ

り号は、１０月１８日（日）に障害者・ボランティアら１９７人を乗せて「二見シーパラ

ダイス」まで走りました。また、実行委員会総会を２０１５年５月２４日、浜寺公園に向

けた阪堺電車「ミニひまわり号」として実施しました。 

障害者とボランティアの成人の集いは、昨年同様、大阪市内地域（１月２４日 新成人

４１人）、北摂地域（１月１７日 新成人６９人）、堺・泉州地域（１月９日 新成人２０

人）、北河内地域（１月１６日 新成人６０人）の４か所で開催しました。 

２０１６年２月７日、きょうされんと共催で天王寺区民センターにおいて「障害者運動

新春交流会」を開催しました。昨年に引き続き、「当事者が主役」をキーワードに参加者を

募り、テーブルごとの交流やゲーム・歌などで楽しいひと時を過ごしました。参加者は４

０人と昨年と比べ少しずつ増えてきています。今後ともこのとりくみの定着・発展を図っ

ていきます。障連協独自の学習会は開催できませんでした。 

 

７．障連協組織の現状と課題 

 現在障連協には、加盟団体２１団体、支持団体１２団体が参加しています。各団体とも

総じて会員の高齢化等の実情をかかえており、交渉参加や署名活動、要求集会などのとり

くみの弱体化が否めません。 

各種会議では、幹事会、大阪障害者センターとの合同事務局会議を定例開催しました。 

 機関紙は毎号発行することができました。今後さらに、毎月決まった期日に発行できる

よう、作業のサイクル化とあわせて、書き手を増やし紙面内容を充実していくことが課題

となっています。 

 財政面では、今年度から大阪障害者センターへの人件費分担金を復活させたこと、昨年

以上に賛助会費の徴収が困難であったことなどから赤字決算となりました。２０１５年度

においては障連協の収入増を図るため、これまで一律機械的に大阪障害者センターにその

全額を納めていた講師謝礼のうち約４分の１当分を障連協事業収入として繰り入れました。

今後どのような場にどのような趣旨で講師派遣依頼されているのか等の内容をふまえて、

障害者センターと障連協との間で収入を按分していくようルール化を図っていきます。 

【各種会議】 

幹事会／２０１５年４月１４日、５月１２日、６月９日、７月１４日、８月１１日、９月８日、

１０月１３日、１１月１０日、１２月８日、２０１５年１月１２日、２月９日、３月８日 

事務局会議／２０１５年４月１０日、６月１２日、７月１０日、８月７日、９月１１日、１０月

２３日、１１月１３日、１２月１１日、２０１５年１月８日、２月１２日、３月１１日 
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障害者・家族をめぐる情勢 

 

１．憲法改悪と国民生活の破壊をゆるさないたたかいを広げよう 

（１）日本国憲法と障害者権利条約 

国民の大きな反対の声を踏みつけて昨年強行された「戦争法」が、今年３月２９日施行

されました。一方５野党（当時）は共同で戦争法廃止法案を提出しましたが政府・与党は

審議しないことを決定。戦争法強行の際｢これからも丁寧に説明する」と安倍首相が表明し

たにもかかわらずまともに説明責任を果たそうとしていません。こんな中、３月２６・２

７日に行われた共同通信の世論調査では、「戦争法」を評価する・３９％に対して評価しな

いが４９・９％にのぼるなど、施行反対の声は国民の中にしっかり根付き広がってきてい

ます。 

安倍首相は、現行憲法と「戦争法」との矛盾を解消するため、明文改憲を目指すことを

あからさまに表明しました。７月に予定されている参議院選挙は、まさに平和憲法を守る

のか、それとも改悪を許すのかの重大な政治戦の様相を示しています。 

いま、政治の異常と独裁の強化をこれ以上許すわけにはいかないと、「戦争反対・平和を

守れ」の一致点で「１人区」を中心に野党共闘による統一候補の擁立が進められているこ

とに見られるように、市民運動・政治運動の中に重大な変化・発展の機運がもたらされて

います。 

 日本政府が批准した国連障害者権利条約は、日本国憲法が保障する様々な国民の権利を

障害者に引き寄せて、あらためて高らかにうたいあげています。今年４月に施行された障

害者差別解消法、大阪府障害者差別解消条例なども積極的に活用しながら、日本国憲法が

保障する平和と民主主義、人権保障の精神を、具体的な政治の中に体現していくことが、

いま強く求められています。 

 

（２）公的社会保障の総改悪と営利化の拡大 

 安倍首相は、「大企業が栄えればそのおこぼれにあずかる国民のくらしも良くなる」と法

人税の引き下げを強行しましたが、内部留保が膨らむばかりで国民生活の指標は悪化の一

途をたどっています。トヨタの４～１２月期の営業益は２．３兆円で２年連続最高を記録

しましたが、１社で１０８４億円もの研究開発費減税を受けるなど、国と一体となってど

ん欲に儲けにはしる姿は、日本の資本主義の今を象徴的にあらわしています。その結果、

超富裕層１人が１０万世帯分の資産を保有するなど、貧富の格差は一層拡大しました。 

 国民のくらしの指標に目を移すと、安倍政権の３年間で正規雇用者が２３万人減少し、

非正規雇用者が１７２万人も増え、非正規雇用の急増により本年１月の実質賃金は過去２

７年間で最低となりました。実収入から税など除いた可処分所得は収入減と社会保険料負

担の増などで３０年前の水準にまで落ち込み、２０１５年の家計消費支出は２．７％減で
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２年連続マイナスとなっています。国民の生活状態の悪化は消費の低迷を招き景気の足を

引っ張っています。安倍首相は参議院選挙までに何としても景気浮揚を図るため、国家予

算を前倒し執行して設備投資や消費を刺激しようとしていますが、とんでもないことです。

大企業の株価底上げのために年金加入者の共有財産である積立金を株式投資に回し５．５

兆円もの損失を出しました。国民の暮らしの底上げなしに景気回復はあり得ません。その

大原則から逸脱した「アベノミクス」の破たんは、だれの目にも明らかとなってきていま

す。 

 国民の暮らしの悪化の歯止めには社会保障の抜本拡充が欠かせません。しかし政府は、

大企業のもうけを支えるためには糸目をつけない浪費を繰り返しながら、庶民からは社会

保障の財源確保を口実とした消費税の増税、社会保険料の引き上げなど、厳しい収奪を繰

り返しています。そんな収奪をより徹底して行うことを目的に導入されたのが「マイナン

バ―」です。社会保障給付と徴税・預貯金などの資産補足を一元的に行うことで、効率的

徴収・所得制限管理を図るとともに、有償サービス等の効果的な展開を図る上からも、こ

れらのデータが貴重な役割を担わされることになります。 

 

①医療・介護一体改革 

 一昨年６月に成立した「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関

係法律の整備等に関する法律」の成立で、医療・介護が一体的に見直されています。「医療

から介護へ」「施設から在宅へ」を合言葉に、医療を必要とする患者を介護に強制的に移し

たり、介護を必要とする人を公的制度から排除したりする動きが強まっています。こうし

た動きを加速させるために、新たに同法によって義務付けられた地域医療計画の策定によ

り厳しい病床数管理が開始されたほか、全ての団塊世代が後期高齢者となる２０２５年に

向けて、２０１８年・２０２４年に予定されている診療報酬と介護報酬の同時改定時に大

掛かりな改変が行われることが予想されています。 

 医療を必要とする患者から医療を奪い、介護を必要とする方から介護を奪うことで、地

域には様々な生活問題があふれることになります。３月２４日、厚生労働省が庁内に発足

させた「新たな福祉サービスのシステム等のあり方検討会」は報告書を取りまとめ、多様

化・複合化するニーズに対応するための分野横断的かつ包括的な相談支援体制の構築等に

ついて提言しました。ここでのねらいは、支援を必要とする人が抱える福祉課題を個別・

個人的な「ニーズ」として描き直し、自己責任で解決することを求めるとともに、その相

談解決にあたる機関の児童・障害・高齢等に係る専門性を排除して、安上がりにあらゆる

問題に対応することを求めることです。その担い手は、このほど改悪された社会福祉法に

より社会福祉法人に対して地域貢献活動を強要することによってねん出しようとています。 

また一定の支払い能力がある人は付加価値を添えたサービスを用意し、支払い能力のない

人には「安かろう・悪かろう」のサービスを用意することで、市場原理の上に福祉の営利

化を一気に進めようとしています。市場化・営利化の進展は、社会福祉の本来的な役割と
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しての生活問題の背景にある社会的問題の発見とその解決を後継に退け、福祉の課題を個

別化・細分化された「ニーズ」の充足に置き換えます。こうしたことが進めば、本来的な

福祉の機能や役割が大きくそして急速に変質していくことにつながります。 

 昨年４月の介護報酬のマイナス改定で、介護事業所は壊滅的なダメージを受けました。

介護人材不足も深刻で、全産業平均より１０万円も低い福祉介護職員の賃金の引き上げは

焦眉の課題となっています。診療報酬、介護報酬、障害者支援費、保育事業報酬は、政府

が事業所をコントロールする手段として機能しており、現場の専門性を育てることや要支

援者のくらしの状況に合わせた支援を提供していく上での大きな足かせとなっています。

こうした制度の在り方自体について、分野を超えて検討を行い各分野共同のテーマとして

いくことも大切な課題です。 

 

②年金 

 安倍内閣が強行した年金削減、昨年からの「マクロ経済スライド」の実施は年金生活者

に深刻な影響を与えています。社会保障審議会年金部会では、２０２０年度にむけて、①

短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、②高齢期の就労と年金給付のありかた、③

高所得者の年金給付の見直し、等の論点について見直し検討が進められる予定です。 

 年金保険料は、２００４年の改悪で国民年金は来年１６９００円まで、厚生年金は標準

報酬の１８．３％までの引き上げが決まっています。加入期間の３分の２以上にわたり保

険料を納めないと年金が支給されないなどの要件の厳しさから、今も多数の無年金障害者

が生み出されています。また、年金支給額が生活保護基準に遠く及ばない現実は「生活保

護バッシング」の温床ともなっています。 

 年金への国庫負担を引き上げ、低年金・無年金の制度的解決を図るとともに、信頼に足

る年金制度として、抜本的な制度の拡充・改善を図ることが求められています。 

 

③子ども・子育て新制度と障害児支援 

 昨年４月から施行された「子ども子育て新制度」は、保育分野にも利用契約制度を導入

するもので、保育分野の営利化にいっそう拍車がかかることが懸念されています。「保育所

落ちた！」の訴えに幅広い共感が広がり、政府はあわてて「待機児解消」に動いているか

のようなポーズを見せていますが、政府が示す施策の多くは、現行保育基準の引き下げと

企業参入・営利化の拡大に他なりません。新たに法定化された「企業主導型保育事業」「企

業主導型ベビーシッター事業」などは、子どもを劣悪な環境の中においてでも働かざるを

得ない家族の「預かり」へのニーズを掘り起して利用を促すもので、子どもの豊かな発達

を保障する本来の保育事業とは大きな隔たりがあります。小規模保育事業の地域展開など

とともに、保育の質が掘り崩されないよう、しっかりと監視をしていく必要があります。 

 障害児の分野では、利用契約制度の下で児童通所支援事業が保育に先駆けて実施されて

きたことから、就学前の児童発達支援も、学齢児の放課後等デイサービスも多種多様な事
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業者の参入が進みました。厚生労働省は、単なる見守りなどの質の問題、自社サービスへ

の囲い込みなどの問題について、細かく指示をだし規制を強めようとしています。 

「療育」や「発達」という言葉が、それぞれの事業者が提供するサービス商品を飾る言

葉として活用され始めている今、あらためて「療育」や「発達」の本当の意味や意義につ

いて語り広げていくことが大切な課題となってきています。 

 

④生活保護制度・生活困窮対策 

２０１３年度に生活扶助費が削減されたのに加え、昨年度からは住宅扶助費と採暖費な

どの冬季加算の減額が強行されました。生活扶助費削減には２万人以上の利用者が「消費

税が増税され物価が上がっているのに暮らしが成り立たない」と行政審査を申し立てたほ

か、全国２７都道府県で８８０人が生活保護基準引き下げ違憲訴訟に立ちあがり、ここ大

阪でも、５３名の原告が訴訟を提起しています。これほどにまで生活保護が集中的に削減・

改悪の方向で見直しが進められる理由は、生活保護を必要としている一人ひとりが政治

的・社会的に弱い立場に立たされており孤立しがちであること、憲法２５条が保障する生

存権を支える「岩盤」としての役割を果たしていること、が挙げられます。生活保護をた

たいた上で、あとに続く様々な社会保障制度の切り捨てを容易に進めようというのです。

生活保護が国民の生存権を根底から支える制度として豊かに発展させていく活動を、幅広

い人々とともに進めていくことが重要となっています。 

昨年４月から生活困窮者自立支援法が施行されました。この法律に基づく生活困窮者へ

の支援が、生活困窮に陥った当事者一人ひとりの願いに寄りそった自立支援施策として機

能するよう、そしてすべての国民が権利として持っている生活保護へのアクセスを抑制す

る装置として機能することのないよう、しっかりと見守っていくことが大切です。 

 

⑤障害者施策 

障害者総合支援法の施行３年後の見直しの議論が、社会保障審議会障害者部会で進めら

れ、その議論をもとに「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及

び児童福祉法の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。法案では、①入所施設

やグループホームを利用していた障害者を対象に巡回訪問等の相談等を行う事業として

「自立生活援助」を新設する、②就業に伴う生活面での課題に対応するための連絡調整を

行う事業としてとして「就労定着支援」を新設する、③最重度の障害者が入院する際に一

定の支援の提供が可能となるようにする、④６５歳まで相当の長期間障害福祉サービスを

利用してきた低所得の高齢障害者への介護保険サービスの利用者負担を軽減する、などを

内容としています。もともと施行３年後の見直しは、厚生労働省の「障がい者制度改革推

進会議総合福祉部会」がとりまとめた「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の

提言」をもとにした法整備がすぐには困難であったことから、障害者自立支援法の一部改

正として制定された障害者総合支援法を、さらに３年後にも見直すこととして規定された
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もので、本来は骨格提言に基づく抜本的な制度改革として実施されるべきものです。こう

した位置づけを踏まえたとき、今回の改定内容は全く不十分なものであることを指摘せざ

るを得ません。 

また、今回の法改定は「児童福祉法」の一部改定との一括法になっていることも見逃せ

ません。児童福祉法の改定では、制度化とともに急速に増え続きてきた児童通所支援事業

について「障害児福祉計画」を策定して整備量の上限を設けて事業所増を抑制していくこ

とが狙われており、今後、どのような計画が策定されていくのかについてもしっかり監視

していくことが求められています。 

今年４月から障害者差別解消法がスタートし、同じ日、大阪府障害者差別解消条例が施

行されました。また今年１月に「大阪市こころを結ぶ手話言語条例」が公布・施行され、

大阪府でも「手話言語条例」（仮称）の制定作業が進められています。国連障害者権利条約

を国内にいきわたらせていく上からもこれらの法律や条例の活用が欠かせません。しっか

りと機能させていけるよう、運動の中に生かしていくことが大切です。 

 

２．大阪から「維新政治」にストップを 

 橋下元大阪市長が政治生命を賭けて臨んだ、大阪市を解体し５つの特別区に再編するい

わゆる「大阪都構想」の是非を問う住民投票が昨年５月１７日に実施され、賛成６９万４

８４４票、反対７０万５５８５票で「大阪都」は否決されました。障連協は当初から、①

障害者をめぐる市政の課題は「統治の仕組み」ではなく「施策の内容」を充実させること

によって達成されるものであること、②「特別区」への変更により行政が市民（区民）か

らますます遠ざかり住民自治が後退すること、③特別区への再編には巨額の費用を要する

こと、④新たに編成される「特別区」の財政力に大きな格差が生じこれまでの施策水準が

維持できなくなること、⑤自らの政治的影響力を広げるために行政組織を人質に取って「二

重行政のムダ」などの架空の争点で市民をミスリードしようとしていることなど、当初か

ら「大阪都構想」に反対の姿勢を表明してきました。 

市民・議会の反対にもかかわらず巨費を投じて強行した住民投票で、「大阪都構想」にノ

ーの審判が突きつけたられたことから橋下市長は政界引退を余儀なくされました。しかし

依然として、維新の会と橋下氏に高い支持が寄せられていることをたてに取り、戦争法反

対の世論の強まりに危機感を抱いていた官邸に取り入って「改憲の補完勢力」としての役

割を鮮明に打ち出すことで自らの存在感を誇示することも忘れませんでした。 

障連協は１１月の大阪府知事・大阪市長の同時選挙で、住民投票で大阪都構想に反対の

立場から活動してきた自民党大阪府連が推薦する候補を自主的に支持して活動を進めてき

ましたが、自民党中央と大阪府連のねじれや「賛成」「反対」ではなく候補者名を記載する

選挙であることの難しさなどの影響を受け、住民投票で示された「大阪都構想ノー」の意

思が知事・市長のダブル選挙では反映されませんでした。住民投票から同時選挙への過程

の中で、国政政党としての「維新の党」は分裂し、野党としての政治的役割を目指すグル
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ープは民主党と合流し民進党へと再編され、「おおさか維新の会」は与党の補完勢力として

再スタートを切りました。 

 ２期目を迎えた松井知事、橋下氏から市政を引き継いだ吉村市長の影で、橋下元市長は

隠然と政治的影響力を発揮しています。大阪都構想の実施を前提に組織された「大都市局」

は解散しましたが、新たに「副首都推進局」を発足させ、かつての「大都市局」と同じ役

割を担わせています。松井大阪府知事は「総合区」か「特別区（大阪都構想）」かのどちら

を選ぶかを問う住民投票を２年後に実施することを目指すこと、仮に住民投票で総合区が

多数になった場合にも「総合区は特別区へのステップ」であるから都構想は断念しないと

述べました。ここには首長に権限・権力を集中するための統治機構の改編を実現し、みず

からの政治的影響力を飛躍的に拡大しようとの狙いが隠されています。安倍政治の政治手

法にも通じる「民主主義の否定」をこれ以上大阪で許さないために、幅広い人々と手を携

えて運動を広げていくことが求められています。 

 

＜大阪府福祉医療費助成制度をめぐって＞ 

 大阪府が市町村とともに設置した「福祉医療費助成制度に関する研究会」が本年２月報

告書を公表しました。大阪府はこの報告書の内容を踏まえ年内にも制度改定の方向を定め、

来年度実施に移すことを目指しています。重度の精神障害者・難病患者を対象とすること

と引き換えに、利用負担の引き上げ、所得制限の強化などを持ち込もうとしており、関係

団体ともしっかり協議して、現行制度の後退を許さない運動を進めていく必要があります。 

 

３．障害児教育にもちこまれる困難 

 大阪市立特別支援学校が、今年４月１日から大阪府立に移管されました。移管に伴い、

様々な教育諸条件の後退が生じることが懸念されていますが、大阪市・大阪府はまともに

心配の声にこたえることなく、今も「名前が変わるだけ」などのごまかしに終始していま

す。 

支援学校の府市統合の最大の狙いは、深刻さを増す支援学校の過密・過大に対して、学

校建設などで解決を図るのではなく通学校区の調整で乗り切ることです。大阪府は２０１

６年度については元大阪市立特別支援学校との校区調整は行わないこととしていますが、

２０１７年度以降には調整が行われる予定でます。こうした調整の在り方について、関係

者の意向を踏まえながら整理し政策化していくことが求められています。 

 大阪府内の支援学校の過密過大の状況は深刻です。大阪府教育委員会が２００９年に策

定した「府立支援学校施設整備基本方針」では府内４地域（豊能三島・北河内・中南河内・

泉北泉南）に、小中学部・高等部のある知的障がい支援学校各一校を整備、豊能三島・北

河内・泉北泉南の３地域に職業学科のある知的障害高等支援学校を併設する方針を示しま

した。２０１５年４月にはこの方針に基づく学校整備が完了しましたが、大阪府教委が２

０１４年に行った「児童生徒数の将来推計」においても生徒増加が見込まれることから、
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新校開設に伴い閉校することとなっていた交野支援学校四條畷校を、新校整備後も継続さ

せての対応が続いています。深刻さを増す支援学校の過密・過大は、障害の有無・軽重に

かかわらず、一人ひとりの子どもたちが本来あるべき教育環境の下に包摂されることを掲

げる「インクルーシブ教育」の理念にも逆行しています。 

あらためて児童生徒数の将来推計を取り直したうえで、一人ひとりに最適な教育環境が

保障されるよう、新校建設も含めた抜本的な対応策を図ることが求められています。また

教諭の配置については、２０１５年度の教諭定数３３２２人に対して定数内講師数は５６

４人・１６．９８％で、ここ１０数年来の最高の割合を示すに至っています。正規教諭を

増やし質・量ともに障害児の教育環境を整えていくことが急務となっています。 

 障害児学級の在籍数は、２０１４年度の２１６４学級８７７１人から２０１５年度は２

２３７学級８９９０人へと増加し過去最大となっており、今後もさらに増加が見込まれて

います。一人ひとりの発達課題・教育課題に対応した豊かな教育が提供できるよう、学級

での教育環境を整え内容を充実させていくことはきわめて重要な課題となっています。 

 

４．障害者運動が果たす役割 

 ゆがんだ政治のツケは、社会保障・社会福祉・くらしの環境をめぐっても、教育・子育

て・学びの環境をめぐっても、一人ひとりの働く環境をめぐっても、私たち一人ひとりの

上に深刻な形で覆いかぶさってきています。そして障害児・者とその家族にとっては、そ

の影響は他の人の２倍３倍のダメージを伴います。 

いま、平和と民主主義を取り戻すための幅広い国民の共同のうねりが広がっており、７

月の参議院選挙は「いままでのゆがんだ政治を許すのか、国民共同の力で国民本位の新し

い政治への一歩を拓くのか」の選択が大きく問われています。障害者（児）を守る全大阪

連絡協議会は、結成以来、障害児者家族が直面するさまざまな課題を社会的な問題として

投げかけ、政治的課題につなげることで、その解決を図ってきました。今夏の参議院選挙

は、私たちの運動が培ってきた５０年にわたるそうした活動の積み上げをいかんなく発揮

して、庶民のくらしを踏みにじる政治からの脱却を図るための転換点としていかなければ

なりません。 

 障害者自立支援法の強行とその後の障害者運動の幅広い共同の闘いのうねりはいま、全

国民的な市民共同へと発展してきています。障害者団体相互の結びつき・連帯をさらに深

め発展させて、新しい時代を拓いていく者のひとりとしてその役割を発揮していきましょ

う。 
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２０１６年度 障連協活動方針案 

 

１．２０１６年度の活動の「５つの柱」 

以下の５点を活動の柱に多くの人々と手を携えて活動を行います。 

（１）障害者・児のいのちを守り、人としてのあたりまえのくらしの保障にむけたとりく

みを進めることを通して、そこに参加する一人ひとりが、学び・成長し、情勢を主導

的に切り開いていく力を身に着けていきます。 

（２）障連協を通して多くの障害者・家族・関係者が広く深くつながりあっていくことを

めざします。 

（３）維新政治を許さず、地方自治を守り発展させていく、住民共同の担い手としての役

割を果たしていきます。 

（４）安倍政治の継続を許さず、幅広い市民協働の一翼を担い、平和と民主主義・憲法を

守る取組を進めます。 

（５）次年度以降の組織体制のありかたを含め、組織の世代継承と発展に向けて、幹事会

などで系統的に検討をすすめます。３年後の結成５０周年にむけ、障連協のはたすべ

き運動課題とそれにふさわしい組織整備の課題など具体的な課題について組織的な検

討を開始します。 

 

２．障害者・児のいのちを守り、人としてのあたりまえのくらしの保障にむけたとりくみ 

（１）国にむけたとりくみ 

①障全協に結集し、障害者・家族・関係者の切実な要求を、政府や国会に届けるための活

動をすすめます。 

②日本政府が批准した「国連・障害者権利条約」を学び深めるとともに、障害福祉法制を

権利条約水準に高めるための活動を幅広い団体とともに進めます。 

③「障がい者制度改革推進会議」の総合福祉部会がとりまとめた「障害者総合福祉法の骨

格に関する総合福祉部会の提言～新法の制定を目指して」を空文化させず、その実現を

求めて幅広い団体と共同のとりくみを進めます。医療・介護総合確保法をはじめとする、

社会保障制度の総破壊路線にストップをかめるため、幅広い団体との共同のとりくみを

進めます。社会福祉事業の市場化・営利化がすすめられる中、金目によって制度利用の

可否やその内容が左右されることのないよう、権利としての社会福祉制度の拡充にむけ

て多くの人たちと手を携えて活動をすすめます。 

④障害児教育の拡充を図るため、障害児学校への学校設置基準の設定、障害児学級での教

育諸条件の整備等、あたりまえの教育が障害児にも行きわたるよう、関係者と粘り強く

運動を進めます。 

⑤憲法を守り生かす政治を国に求めます。「戦争法」の廃案を求めて幅広い人々と共同する
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とともに、安倍首相が狙っている日本国憲法の明文改憲反対の運動を広げ、平和を守り

核兵器のない世界をつくる活動に積極的に参加します。また、ＴＰＰ交渉参加に反対す

るとともに原子力発電からの速やかな撤退を求めて運動を進めます。そうした立場から

今夏実施予定の参議院選挙では「安倍政治」の民主的転換を求めて活動します。 

 

（２）大阪府・大阪市にむけたとりくみ 

①昨年５月の住民投票で、大阪阪都構想にノーの審判が下されたにもかかわらず、１１月

に実施された大阪府知事・大阪市長の同時選挙での維新候補の勝利を機に再登場した大

阪都構想の押し付けを許さない運動を幅広い人々と手を携えて進めます。昨年７月に廃

止された「大都市局」の業務を引き継ぐ形で設置された「副首都推進局」が行おうとし

ていうる「総合区」か「特別区」かの選択を求める不毛な住民投票の問題点を暴露しつ

つ、行政の私物化を許さないとりくみを広げていきます。 

②２０１６年４月から大阪府に移管された大阪市立特別支援学校の教育諸条件の後退が許

さないためのとりくみを「大阪の障害児教育をよくする会」などとともに進めます。大

阪市立特別支援学校の大阪府移管に伴い生じる２０１７年度以降の校区調整問題等に関

する児童・生徒・保護者の一人ひとりの願いをふまえた政策・提言のとりまとめを進め

ます。障害児教育が抱える問題の抜本的な改善を図るため、府内各地に適正規模の特別

支援学校の整備を図るとともに、地域に根を張り発展していけるようその拡充について

粘り強く求めていきます。特別支援学校、障害児学級等の課題・過密の解消、教職員の

増員など必要な教育諸条件の整備を求めます。青年・成人期への支援や移行期の諸課題

を社会的な課題として提供していくことを求める「卒後の学ぶ場・専攻科を考える会」

の活動を進めます。 

③大阪府交渉を成功させます。大阪府交渉実施に向けた諸準備とあわせ、大阪府政をめぐ

る情報交換や意見交換を恒常的に実施するため、大阪府交渉実行委員会を、年間を通し

て定期的に開催します。 

交渉実施予定・７月上旬  大阪府への要求書提出・５月中旬 

④大阪市交渉を成功させます。大阪市交渉実施に向けた諸準備とあわせ、大阪市をめぐる

状況についての情報交換や意見交換を恒常的に実施するため、大阪市交渉実行委員会を、

年間を通して定期的に開催します。 

  交渉実施予定・１０月中旬 大阪市への要求書提出・８月上旬 

 

（３）府内市町村にむけたとりくみ 

①障害者児の医療・くらし・教育などに関わる施策の拡充を求め、障連協としての要請活

動を地元の団体や障害者・家族・関係者などとともにすすめます。とりわけ、地域に暮

らす障害者・家族の安心を支えるための市町村地域防災計画の拡充・改善や、障害者・

家族の地域からの孤立をうまないためのとりくみなどについて、市町村での積極的な対
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応を求めます。 

②障害者施策と介護保険の適用関係について、一律機械的な対応ではなく一人ひとりの実

情に即した柔軟な対応を行うよう、個別の申し入れや社保協の自治体キャラバンなどの

機会を通して市町村に申し入れます。 

③障連協に関わる、市町村障害者施策推進協議会委員や自立支援協議会委員などを対象と

した交流会を開催し、市町村に対する障害者に関わる政策課題について交流・検討を行

います。障害者の地域生活を支えるための社会資源の整備を図るため、政策課題や地域

運動の整理や交流などを行います。 

 

（４）地域の中の身近な声にこたえるための活動～相談・各種事業との連携 

①地域の中にうずもれている様々な願いや要求を掘り起こし、運動に結び付けていくため

の活動を進めます。そのために、指定相談支援事業所や福祉事業所などとのさらなる連

携を図ります。また障連協独自に、専門家などの協力を得た相談会等の実施に向けた検

討を進めます。 

②「生活保護基準引き下げ違憲訴訟」を支援するとともに、生活困窮や将来への不安に陥

っている障害者・家族への相談活動を進めます。 

 

（５）防災のとりくみ 

①継続して取り組んでいる「大阪府内市町村 障害者と防災に関する自治体アンケート」

の成果の上に立ち、障害者に係る防災の課題についてさらに課題を整理していくため、

引き続き市町村に向けた調査活動行い、大阪府や市町村に対する提言活動を進めます。 

②防災課題について、幅広い団体との対話・共同を進めるとともに、多様な学習会等を開

催します。 

③障害者と防災問題をテーマとした行政との懇談等にとりくみます。 

 

３．学び・成長し、情勢を主導的に切り開いていく力をつけていくためのとりくみ 

（１）学習・研修・研究活動を進めます。 

①障連協として加盟団体や大阪障害者センターなどと協力して、幅広い当事者・家族・関

係者を対象にした学習会、懇談会を開催します。年金、医療、介護、児童施策、生活保

護などの社会保障制度全般の動きや、障害者制度改革の動向、防災や原発廃止にむけた

課題をテーマに学習会を開催します。 

②加盟団体等で取り組まれる学習会等に講師を派遣します。 

③障全協近畿ブロック地域運動交流会を成功させます 

 ２０１７年１月２９日（日） 京都 予定 

 

（２）障害者制度をめぐる重点的なテーマについての宣伝物等を作成し、加盟団体等での
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活用を図ります。ホームページをリニューアルし、最新情勢や障害者運動の課題につい

て迅速に情報発信ができるようにします。 

 

４．障連協を通して多くの障害者・家族・関係者が広く深くつながりあえるとりくみ 

①障連協として、当事者が主体となって準備し自らが楽しめる企画を提案し、幅広い人々

を巻き込んで成功するよう力を尽くします。母親企画、家族企画、当事者企画など、小

規模の自由な集まりが、地域の中で気軽に開催できることをめざします。 

②「障害者運動新春交流会」「障害者の日ヒューマンウェーブ」などの企画を、当事者・家

族が主役となり、集い・楽しみ、アピールする場として、その内容を整備し幅広く呼び

掛けて開催します。 

③「青年当事者の会」（準備会）を支援し、青年層による当事者運動の組織化を図ります。 

④「障害者とボランティアの成人の集い」を成功させます。 

⑤「ひまわり号」を成功させます。 

２０１６年５月８日（日） 総会とミニひまわり号・バーベキュー（神戸） 

２０１６年１０月２３日（日） 大阪ひまわり号（予定） 

 

５．幅広い共同のとりくみ 

（１）大阪障害フォーラム（ＯＤＦ） 

①大阪障害フォーラム（ＯＤＦ）の呼びかけ人副代表、事務局団体として、会の発展のた

め活動を行います。大阪障害フォーラム（ＯＤＦ）内での政策討議を重視し、障害者・

家族等の暮らしの実態に照らして、政策的な一致点が拡大するよう建設的な議論を行っ

ていきます。 

②きょうされん大阪支部などとともに、大阪障害フォーラム（ＯＤＦ）の地域別組織（ブ

ロック組織）の拡充のために努力します。 

 

（２）各種団体との共同 

①「障害者関係８者懇談会」「障害児教育関係７者懇談会」などを軸に福祉・教育などの分

野を超えた交流と共同とともに、政策活動をすすめます。 

②大阪社会保障推進協議会、大阪府民運動連絡会、大阪市対策連絡会、無年金障害者の会、

大阪市をよくする会、などに参加します。 

 

（３）子ども、医療、人材をめぐる共同の発展 

①５年以上にわたり大阪保育運動連絡会などと協議を進めている「障害児にとっての児童

福祉法改定問題検討会」を継続実施します。「子ども子育て新制度」が子どもたち（とり

わけ障害のある子どもたち）にどのような影響を与えているかなどについての調査・検

討をはじめ、障害児にかかわる様々な課題を共有し意見交換する場として、その発展を
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図ります。 

②大阪府保険医協会などと開催している「これからの障害・難病・医療を考える懇談会」

を継続・発展させます。「社会保障と税の一体改革」「医療・介護一体改革」に反対する

共同組織のひとつとして活動を広げることをめざします。 

③福祉保育労働組合などが呼びかけてすすめている「福祉問題検討会」に参加し、福祉人

材問題、社会福祉法人制度改革問題等に係る問題提起やその解決に向けた共同の運動を

進めます。 

 

６．組織財政の強化と障連協結成５０年にむけた課題 

①加盟団体の活動を支援しつつ、分担金納入ゼロの加盟組織をなくすことをめざします。 

②機関紙の定期発行と内容の充実を図ります。また、独自の学習会の開催などを通して、

障連協の活動を紹介し広げながら、賛助会員等の会員拡大や組織的なつながりを広げて

いくことをめざします。 

③自主財源の確保・拡充を図るため、事業活動の在り方等について大阪障害者センターと

の調整も含め検討を進めます。 

④３年後に迎える障害者(児)を守る全大阪連絡協議会結成５０周年の節目をめざし、障連協

の組織体制のありかた、将来発展の展望等について検討を進めます。障連協のはたすべ

き運動課題とそれにふさわしい組織整備の課題など具体的な課題についての検討や、記

念誌・書籍の発行など、結成５０周年を記念する各種企画の具体化を開始します。 
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障連協規約 

 

 

第１条（名称） 

 この協議会は、障害者（児 ）を守る全大阪連絡協議会といい、事務所を大阪府下にお

きます。 

第２条（目的） 

 この協議会は、障害をもつすべての人々とその家族の悩みや要求をだしあい、助けあっ

て、医療・教育・生活・権利を守るための運動をすすめていくことを目的とします。 

第３条（構成） 

この協議会は、加盟団体と、支持団体で構成します。また、賛助会員をおくことができ

ます。 

２（加盟団体） 

 加盟団体は第２条の目的をみとめ、この運動の発展に協力する障害者（児）団体で構成

します。加入は所定の用紙に記載された内容について幹事会で審議・決定し、総会の承

認を受けます。 

３（支持団体） 

 支持団体は第２条の目的をみとめ、この運動の発展に協力する労働組合、市民運動団体、

その他の団体などで構成します。加入は所定の用紙に記載された内容について幹事会で

審議し決定します。支持団体は、幹事会に出席し、意見を述べることができますが表決

権はありません。 

４（賛助会員） 

 第２条の目的を認め賛助会費を納入する人は賛助会員となることができます。 

第４条（性格） 

 この協議会は、それぞれの団体の自主性を尊重し、相互の協力をすすめます。 

第５条（活動） 

 この協議会は、次のような活動をすすめます。 

①各地域での障害者（児）のための生活相談や教育相談をおこない、問題解決の

ために努力します。  

②障害者・家族の切実な要求をもちより国や地方自治体にその実現を求めます。 

③他の障害者団体や個人に広くよびかけ、一致する課題で共同のとりくみをすす

めます。 

④スポーツ・レクリェーションや学習会などの各種の行事を開催します。 

⑤障害者にかかわる情報を幅広く収集し、関係者に提供します。 

⑥組織を拡大強化します。 

⑦機関紙などを発行し広く府民にこの協議会の活動を知らせます。障連協定期刊

行物協会を運営します。 

⑧その他この運動を発展させるために必要な活動をおこないます。 

第６条（総会） 

 総会は年１回ひらき、規約の変更、運動方針、予算決算の承認、役員の選出、入退会の

承認、その他の重要事項を決定します。総会は、代表幹事が招集し、構成団体の代議員

によって構成され、その過半数の出席によって成立します。幹事会が必要と認めたとき、

ならびに加盟団体・支持団体の３分の１以上が求めたとき、代表幹事は臨時総会を開催

しなければなりません。 

第７条（役員） 

 この協議会には次の役員をおきます。役員は加盟団体または支持団体または役員会の推
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薦を受け、総会で選出します。役員の任期は１年とし再任をさまたげません。 

①代表幹事  若干名 

②事務局長  １名 

③事務局次長  若干名 

④幹事   若干名 

⑤会計監査  ２名 

２（代表幹事） 

 代表幹事は、会を代表し会務を統轄します。 

３（事務局長・事務局次長） 

 事務局長は、日常会務を処理します。事務局次長はそれを助けます。 

４（幹事） 

 幹事は、分担してこの協議会の課題等の執行を行います。 

５（会計監査） 

 会計監査は、会計の状況を監査し、総会に報告します。 

第８条（幹事会） 

幹事会は、代表幹事、事務局長、事務局次長、幹事で構成し、この協議会の執行機関と

して、総会で定められた活動方針にのっとり、会を運営します。 

２（事務局員） 

 幹事会は事務局員を委嘱することができます。 

第９条（ブロック会議） 

この協議会に、ブロック会議を設け、市町村に向けた各地域の運動の促進・発展を図り

ます。 

第 10条（財政） 

この協議会の経費は、各団体の会費、寄付金、事業収入、その他によってまかないます。

会計年度は毎年４月１日にはじまり、翌年３月末に終わります。 

２ （会費）加盟団体会費は各団体の構成員一人あたり年間２００円とします。支持団体会

費は年間一口１万円とします。賛助会費は年間一口５千円とします。 

３ （機関紙購読料）前項に定める会費は障害者(児)を守る全大阪連絡協議会機関紙購読

料を含みます。 

第 11条（顧問） 

 この協議会に、顧問をおくことができます。顧問は有識者をもってあて、会の重要問題

等について意見を聴します。任期は１年とし、幹事会で推薦をうけ、総会で承認します。 

第 12条 （除籍） 

 この会の目的・性格にいちじるしく反し、会の民主的な運営を阻害する団体は、幹事会

の議決により除籍することができます。この決定は、総会で承認をうけます。 

 

付則  １．この規約は２０１１年４月２９日から施行します。 

  ２．この規約は２０１５年４月２９日から施行します。 

 

 


