障害者福祉 23区最低が明らかに
えっ！

minami@jcp-shinagawa.com
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品川区の障害者福祉は施 発言し、入所施設、グループ
ホーム、通所施設の整備を求
設も内容も最低
め、障害者も住み続けられる
昨年 月のタウンミーティ 品川区にしてほしい」と訴え
ングで、知的障害の子どもさ ました。
んのお母さんが「品川の障害 区長も障害者福祉は最低
者福祉は、質も量も最低レベ と認める
ル」と発言。「子どもは、情
緒不安定になって通っていた
この発言に対して、区長は
作業所に一人で通えなくなり、 「おっしゃる通り。品川区の
仕事を辞めた。通所のための 障害者福祉のレベルは率直に
移動支援を利用できれば辞め 言って決して高くない。むし
なくて済んだが、品川区は移 ろ低い方だ」と認めたのです。
動支援を認めていないため、
施設整備 最低レベル
辞めざるをえなかった」「身
障者会館に通ったが一日中ビ
共産党 が実 施 した 区 調
デオを見たりカラオケをする 査でも最低レベルが明確にな
だけだったのでまた自宅にこ りました。
もるようになってしまった。
例えば、知的障害者のグルー
他の施設を探したが、区内の プホームは、 位。精神障害
作業所はいっぱいで入れず。 者のグループホームは、 位。
区の担当者は品川区以外の情 就 労 継
報をもっていないというので 続 支 援
やむなく子どもと一緒に１年 Ｂ 型 は
かけて探した」と、区のお粗
位。
末なサービスと対応に「質量
ともに不足し、 区最低」と
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ニュ ースを読 んでご

意見をお寄せ下さい。

区議会議員

です

℡ 3790-1523

南 恵子

「3年間で複数つくりたい」
「子どもが喜んで通える障害者施設をつくって」と陳情が議会に出され、共産党は厚
生委員会でつくるよう求め質疑をしました。その結果、区は「3年間で複数か所の施設を
つくりたい」とかつてない前向きの答弁を引き出しました。
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障 害者団 体が 長年 求め て
者福 祉計画 に「 荏原 地域 で
相
談
体
制
も
劣
悪
いる 通所施 設の 就労 継続 支
の事 業所開 設を 推進 」と 記
援Ｂ 型は、 Ｈ６ 年に でき た
相 談支援 体制 も遅 れて い 述しました。
西大 井福祉 園開 設後 一つ も ます 。その 人に 合っ たケ ア
先 の厚生 委員 会で 、陳 情
作ら れてい ませ ん。 その た プラ ンを立 てて 施設 を選 び、 の審 査をし た時 、区 は計 画
めに 定員を 大き く超 えて 受 社会 生活を 送れ るよ う私 選 に決 意を表 明し たこ と、 ３
け入 れてい ます が、 他区 の する ことが 第一 です 。と こ 年間 の計画 期間 にで きれ ば
施設 や東北 や北 海道 など 遠 ろが 、相談 支援 体制 は区 内 複数 か所つ くり たい と答 弁
くの 施設に 入ら ざる をえ ず、 に３ か所し かな く、 地域 割 しま した。 区長 自ら 遅れ て
家族 と会え ない 状況 です 。 りを してい ます 。計 画を つ いる ことを 認め 、改 善し よ
それ だけで はな く、 施設 が くる 事業所 は障 害者 が選 ぶ うと いう姿 勢に 変わ った の
あま りにも 少な いた めに 一 こと ができ るの が法 的に 保 です。
人ひ とりの 能力 に応 じた 施 障さ れてい ます が、 地域 割
一 人のお 母さ んの 説得 力
設を選べないのです。
りを して選 べな いの は品 川 のあ る発言 と、 共産 党が 他
だけです。
区を 調査し た結 果を もと に
近隣 区をみて も大 田区
論戦 したこ とが 大き く前 進
か所、目黒区 か所、 世田 させる力になりました。
谷区 か所、港区 か所と
し かし、 紹介 した よう に
品川 区がい かに 低い かは 歴 まだ まだ改 善さ せる とこ ろ
然です。
はた くさん あり ます 。引 き
続き 区民の みな さん との 声
を受け止めて頑張ります。
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区は不足を認め ３年間
で複数か所つくりたい
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区 は、荏 原地 域は グル ー
プホ ームも 通所 施設 も不 足
して いるこ とを 認め 、障 害

第２回定例会が始ま
ります
ぜひ傍聴においでく
ださい。

石田ちひろ議員

６月 日（木）
午後 時 分
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45

６月 日（金）
午前 時

飯沼雅子議員

〇羽田計画撤回を
〇障害者のサービス改
善へ
〇国保料取り立て問題
〇情報公開
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〇認可保育園の質の
改善を
〇再開発と道路問題
〇子どものゆたかな成
長を育む教育を
〇戦争させない自治体
に
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就労継続支援Ｂ型とは

一般企業への就職が困難な障がい
をお持ちの方に就労機会を提供する
とともに、生産活動を通じて、その
知識と能力の向上に必要な訓練など
の障がい福祉サービスを供与するこ
とを目的とする施設。

