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2021年 7月 8日 『コミュニティ・オーガナイジング研究会』講演記録 

 

尾上： 

よろしくお願いします。DPI日本会議、障害者インターナショナルの頭文字ですが、DPI

日本会議の副議長の尾上です。今日は、最初にコミュニティ・オーガナイジングというテー

マの研究会ということで、司会者さんから最初にお話を頂いた時、元々私が大阪で色々やっ

てきた地域活動のことを中心にお話すればいいかなというふうに思って資料の準備をし始

めたんですが、それがその後の国の法制度とどう関係があるかということも含めて話をし

てくれという話でしたので。前半がどちらかというと大阪を中心にした地域活動、後半がそ

ういった、東京に引っ越して団体の事務局長ということでやってきた活動という、2部構成

みたいなお話をさせて頂くことになります。 

「インクルーシブな社会を求めて」ということで、大阪における地域活動でも、あるいは

DPI としてやってきた活動、その一貫して流れているのはインクルーシブな社会をつくり

たいということで、先ほど申しましたとおり、前半は地域活動を中心に、そして後半は障害

者制度改革ということを中心にお話をしたいと思います。 
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 時間の関係で、私自身のバックグラウンドみたいなことは、資料として共同通信のインタ

ビュー記事の新聞記事を配布させてもらっていますので、そちらのほうを見ていただけれ

ばと思いますが。今日はオンラインなので、上半身しか映っていないので分からないと思い

ますが、私は普段、寝るとき以外は電動車イスで生活しているという者なんですが、子ども

の時から障害がありました。脳性マヒという障害を持って生まれ育ったんですが、子どもの

時に養護学校、そして肢体不自由児施設を経て、中学校からは地域の学校へ行って、大学に

進んで。入学をして、障害者運動の先輩たちと出会って以降、大阪市の地下鉄に全国初のエ

レベーターを造る、そういった運動であったり、あるいはバリアフリー条例ですね、福祉の

まちづくり条例というものの制定運動の事務局長をしたり、同じ障害を持つ仲間の自立支

援に取り組んだりということをしてきました。 

 そして、2004 年から DPI日本会議の事務局長ということに選任頂いて、それから 15年

近く、東京でずっと活動しました。その間、国のいろんな委員会に関わり、さらに障害者差

別解消法の制定が何とかできて、その施行の準備を手伝って欲しいということで、内閣府で

2年間、その準備などにも携わりました。そういう者であります。 
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これは私が大阪で立ち上げた NPO といいますか、立ち上げた 1980 年代なんて NPO と

いう仕組みなんかはありませんでしたから任意団体ということになりますけれども、今は

NPOちゅうぶという名前の代表理事をしている組織のホームページに代表理事のメッセー

ジということでこういうことを書いています。自分たちの運動は、あちこちの社会的障壁に

取り囲まれたジャングルの中、必死にけもの道を探すように前進し、そのことでたくさんの

人が前進をすることで道をつくってきたのが障害者運動ではないかというふうな、捉え方

をしているんですね。 
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そして、総括的に障害者運動の歴史的な概要みたいなことを申し上げますと、1970年代、

69 年、70 年ぐらいから、重度障害者の地域での自立生活を目指す運動が始まったわけで、

もう半世紀になるわけです。半世紀におよぶ取り組みが目指してきたというのは、一つは、

どんな障害があっても地域で自立した生活を営めるように、そして、共に育ち、共に学ぶ、

インクルーシブな教育。そして、共に働き、活動し、移動し、共に生きる社会ということ。

これらをトータルで言いますと、障害者権利条約が指し示すインクルーシブな社会、それを

実現しようということで 1970年代ぐらいから勃興し、継続されてきた運動というふうに考

えています。 
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 もう少し、私自身の関わりということをお話ししたいと思います。先ほど申しましたとお

り、私は小学校を養護学校、施設で過ごした後、中学校から地域の学校に行くことになりま

したが、今からちょうど 50年ぐらい前ですね。1972年の入学で、大阪でも障害のある子ど

もが地域の学校へ行くというのは、なかなか大変な時代でした。「設備を求めない、人の手

を借りない」という念書にサインを親が求められて、何とか入学が認められたという時代で

した。それでもやっぱり地域の学校に行って、私自身はすごく自分の世界が広がったなとい

うふうに思っています。ただ、やっぱり高校生ぐらいになりますと、障害者としての生き方

に悩むというか、その高校の時の悩みは大きいわけですが、それが障害者としての生き方と

しての悩みだというふうな言語化はできていなくて、もうずっともやもやしていて。ジャズ

喫茶に通いながら、その当時ですから、サルトルであったりカミュであったり、そういう実

存主義的な文学だったり、大江健三郎とか高橋和己とか、もう今はあまり読む人はいないか

も分かりませんが、その手の本をずっと読んでいたような高校生でした。 

 そういった時に大学に入って、ちょうどその頃というのは重度の障害を持つ、例えば脳性

マヒであったり筋ジストロフィーであったり、そういう障害者が施設や親元を飛び出して

アパートを借りて自立生活を始める、そういう自立障害者が生まれだした頃です。その当時

というのは介護の制度が何一つありませんから、学生のボランティア介護をつないで何と

か 24時間介護をつくるわけですね。そういう介護者のリクルートみたいなことで障害者と

語ろう会という会を彼らが催していました。そこで、この後ちょっと写真で見ていただきま
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すけれども、坂本さんという、大阪の青い芝の会というところの当時事務局長をされていた

人なんかとも出会うわけですね。その語ろう会で話されたことの中身以上に、彼のしぐさと

いうか、たばこを吸う姿が強烈に印象に残りました。彼は上肢も下肢も全身に障害があるの

で、全面的な介護が要るわけですね。そして、彼はヘビースモーカーで、1日 2箱ぐらい吸

っていたと思います。2時間ぐらい話している間にたばこをどんどん吸うわけですが、自分

でたばこをくわえられないので、横にいてる介護者に、「おい、たばこ」と言ってたばこを

くわえさせて、火を付けて、「パッ、パッ、パッ」と吸ってぺっと吐いて、また 10分ぐらい

したら、「おい、たばこ」。そういう風景を見ていて、私は施設にいたから、自分より重度の

障害者を見ても別にそれ自身に驚くことはなかったんですけれども、「たばこを吸うんだ」

というふうに思ったんですね。これが、例えば、「おい、ちょっと水を飲ませてくれ」とか、

「ちょっとトイレに連れていって」だったら、え？と思わなかったと思うんですが、「おい、

たばこ」で。障害者だからたばこを吸っちゃいけないとかという、そういう倫理観を私は持

っていません。ところが、じゃあ彼がたばこを吸ったとき、「え？ なんだ、たばこを吸う

んや」と戸惑っている自分にさらに戸惑うわけなんです。要は、人の手を借りてでもたばこ

を吸うという、障害者にとっての自立生活とは何かという、言葉で教えられるというよりは

その原風景を見た思いでした。 

 

これは、まだ何とか松葉杖で歩けたときの私の写真ですが、この左が坂本さんです。 

その後、人のいいおじちゃんみたいな感じで、今から 14年前に亡くなられましたですけ

れども。 
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 先ほどの彼との出会いの中でたばこの風景ということを言いましたけれども、この自立

の捉え方について、実はその自立生活運動という中ではパラダイム転換が起きているとい
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うふうに思っているわけです。簡単に言えば、医学モデルから社会モデルに変わったという

ことなんですが。『広辞苑第 7版』、最近の版を調べてみても、いまだにちょっと医学モデル

的な自立しか書かれていないところが残念だなと思うんですが、広辞苑なんかでは、「他の

援助や支配を受けず」、「他の支配を受けず」はそのとおりだと思うんですが、「他の援助を

受けず…」と。じゃあ、誰かしらの介護を得なければ生活ができない者は、一生自立できな

いという話になるわけなんですね。医学モデル、私が子どもの時にいた施設なんかはこれで

したけれども、人の手を借りないことが自立だ、自分で服を着られるように、自分でトイレ

ができるように、人の手を借りないことが自立ということに対して、一方、自立生活運動は、

支援を得ながらの自立論を打ち出した。人の手を借りないことが自立から、必要なところの

支援を得て、そして自分らしい、自己決定や自律した生活が可能なんだということを言いだ

したんだと思うんですね。 

 

 

 東大の熊谷さんなんかは、震災の時に自分が逃げ延びるのに人の手を、エレベーターが使

えないという状態の中で、やっぱり自分にはエレベーター以外の依存先がないということ

で、依存先が限られている状態では自立ができない。自立と依存というのは対立した概念で

はなくて、依存先がたくさんあることが自立なんだという言い方をしていますけれども。そ

ういったことを 1970年代の障害者運動は、言語化というよりは実践的にそういうことをま

ずやり始めていたわけですね。そういう意味で、この権利条約の社会モデル、一言で言えば、

障害者が日常生活や社会生活で受ける制約は、その人自身の機能障害ではなくて、社会的障
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壁によってもたらされたものだという、その社会モデルに基づく自立観への転換を進めて

きたということです。そこからすると、時の首相が、「自助、共助、公助、まずは自分でや

ってみる」と言って、そんなに大した批判も巻き起こらない社会というのは危ういなという

ふうに思います。社会モデルからすると、環境とか社会的な支援というのは自立のための条

件だということになるわけですけれども、まず自分でやってみるというのは、その社会的な

環境や支援と対立的に、自助、自分で全てやることが自立だというふうに傾いているんだと

思うんですね。こういった旧来の自立感に対する戦いを挑んできたのが私たちの障害者運

動だというふうに思っています。 

 

 

 そういったところから始まった障害者運動への関わりなんですけれども、右も左も分か

らない中で、行政交渉によく連れていかれたんですね。その頃の青い芝のいろんな行政交渉

は、交渉の会場までは介護者と一緒に行くんですけれども、交渉が始まると介護者を外に出

すんですね。なぜかというと、言語障害がある者がしゃべると、役所の人間は「この人は何

て言っているんですか。誰か通訳をしてください」みたいな感じで、障害者と面と向き合お

うとしないということで。だから、交渉が始まると自分たち自身の声を聞かせるために介護

者を外に出すんですが、そうしますと、それこそ全身に障害がある仲間が多いので、困るこ

とがあるんですね。報告するための記録が取れないということで、私は上肢障害で脳性まひ

の金釘文字、汚い字ではありますけれども、何とか文字は書けたので、「じゃあ、おい尾上、

書記に入れ」ということで、1979年にその当時の厚生省が障害者実態調査というのを 5年
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に 1 回やっていたんですが、それの反対運動みたいなことがありまして、それの交渉に付

き添っていったりとかしました。ちょっと不埒な言い方をしますと、交渉そのものの中身よ

りも、東京へ行く行程が面白かった。その当時、障害者運動している人間は本当にお金がな

いですから、新幹線なんて高嶺の花で、大阪駅から各駅停車に乗って東京に行くんですね。

夜の 7 時ぐらいに大阪駅を出発して大垣で乗り換えて、そして朝の 5 時ぐらいに東京駅に

着く列車で行く。途中、大垣駅で乗り換えるのですが、そこも全然エレベーターも何もなく

て、しかも向かい側のホームに階段を上がって下りて渡らなきゃいけないんですけれども、

とても乗り換え時間の 3分ぐらいでは間に合わなくて。介護者が何人かで行くので、まず 1

人の介護者が先に行って、電車の扉が閉まるのを止めながら、他の人間が何往復かして渡る

みたいな、どたばた珍道中みたいな感じだったんですよね。 

それで、私は全国のそういう交渉に初めて出るので、誰も知らない人ばかりで、一緒に行

った大阪の障害者に、「あの人は何ていうんですか」、「あ、あの人は、赤おにや。福島から

来た赤おにや」。「え？この隣の人は？」、「青おにや」。よう分からんのです。後から分かる

んですけれども、青い芝運動の中ではすごく有名な方たちだったんです。そんな右も左も知

らない状況の中で、そういう交渉の書記係をしてきました。大阪市の交渉なんかもずっと入

っていました。今日の研究会につないで頂いた竹端さんと出会ったときとかは、私は制度に

ついての研究会や提言みたいなものをまとめたりしていたのて、制度なんかをずっとやっ

てきた人間という印象があると思うんですが、元々はそういう文学とか哲学とかに関心が

あったりしたこともあって、あまりそういう社会学的なものには正直関心がなかったんで

す。でも、門前の小僧みたいなことで書記係をずっとやっていると、否が応でも制度のこと

を覚えていってしまうわけなんですね。 
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 この活動があったから、私は一生障害者運動をやろうと思ったきっかけがこの活動です。

1981年は国際障害者年でしたが、先ほどの厚生省の実態調査というのは、元々1970年の時

に実態調査をして、そして重度障害者の数だけ入所施設をつくる、入所施設を増設するとい

う前提のための実態調査だったから潰そうという話だったわけです。でも、なかなかそれは

阻止できなかった。じゃあ、自分たち自身が地域で暮らしていくための実態や要求を自分た

ちの手でつかもうということで、障害者生活要求一斉調査活動ということをやるんですね。

青い芝の障害者を中心にチームを組んで、私たち学生の部隊なんかが応援というか、一緒に

チームを組んで在宅訪問、親元や施設にいる障害者のところ、施設や在宅訪問をしながら、

改めてその実態に触れるということで調査をしていくんですね。 

 その調査の中で、大阪の堺に住んでいた父子家庭、子どもというか、当時 20歳半ばの重

度の脳性マヒの男性とお父さんが 2 人で暮らしておられて、普段はもう 2 人だけで生活を

している。生活保護を受けて、話し相手もない状態でずっと暮らしておられた。そして、私

たちが訪れると、2時間のうち 1時間半ぐらい、お父さんがいろんな普段の鬱憤を晴らすよ

うに話されて、残り 30 分は本人と何とか話せるみたいな感じで、訪問を続けていました。

それで、何回かに分けてそのアンケート調査をするんですね。ある時、交通・外出というテ

ーマの調査項目があって、「大体、どのぐらい出られますか」、「まあ、せいぜい月 1回ぐら

いやな」と。「そうですか。月 1回、何でですか」と言うたら、「いや、だってこの子を連れ

てやから、やっぱりそんなに出るのは大変やろう」、「確かに、駅も階段がありますものね」

とか。「どこに行かれるんですか」、「大和高田まで行くんや」、「何でですか。誰かお知り合
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いでもおられるんですか」、「いや、そこぐらいまででないと、その日のうちに帰られへんや

ろう」。話を聴いていると、まだ 1980年代には、障害者運動に関わっている障害者以外は、

車イスで電車に乗ることができるということの発想すら持てなかった時代なんですね。だ

から、このお父さんは、堺から大和高田まで親子二人でずっと歩きながら行って、そこでご

飯を食べて散歩をして帰る。「無権利の状態というか、差別の中に置かれると、こういう状

況がもう当たり前なんだな」と思いました。やっぱり障害者自身の立ち上がりというか、今

でいうエンパワメントみたいな必要性をすごく実感をしました。このご家族との関わりは、

自分の胸の中にぐっと入るものがあって、運動を一生の仕事にしようと思った原点でした。 

 

 

 そして、運動を一生の仕事にしようというものの、実際には給料なんて出ないわけですね。

先ほど冒頭に言いました NPO ちゅうぶの母体になります中部障害者解放センターという

ものを 1984年に設立するんですが、それに参加をして、先ほど写真でお見せした坂本さん

という方が大阪市交渉の窓口を担当していたので、彼の秘書役のように、資料作りを一緒に

準備をして、全身性障害者介護人派遣事業という自治体単費の制度ですね。東京都に続いて

2番目の制度で、国の重度訪問介護という制度が今ありますけれども、重度訪問介護のひな

型になった制度を 1986 年、この時は大阪市役所に 4～5 日泊まり込んで何とか勝ち取った

というふうに覚えています。こういうものに参加をしたりしました。 

 交通アクセス行動というものが 1990年ぐらいから始まるんですけれども、みんなで一緒

に集団乗車をしてバリアーを可視化するみたいなね。そういう中で DPI との関わりという
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のも出てくるわけです。ただ、専従とはいうものの交通費程度、専従の給料は月 1 万か 2

万、いいときで 2万円でしたね。そんなんでは食べられないので、私は当時のワープロ入力

が結構速くできたので、テープ起こしをしながら、労働組合の労働講座とかそういうものの

講演録を作ってくれというので、それで身銭を稼ぎながらずっと活動をしているようなも

のでした。 

 

 

 

これは、まだ手書きの基調資料ということで1984年のオープンイベントの時の資料です。 
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 そして、DPIとの関わりということで、これはもう亡くなっている方が多いですが、真ん

中の女性がジュディ・ヒューマンという、アメリカのクリントン政権とかオバマ政権で障害

者分野の担当官になった彼女ですが、そういった自立生活運動のリーダー、アメリカのリー

ダーなんかとも交流する機会を 1980年代は得ました。今日皆さんの資料の中に、宣伝を兼

ねて、資料 2 としてジュディ・ヒューマンの伝記、自伝が 2021 年 7 月下旬に発刊されま

す。現代書館から出ます。私も解説を書かせてもらっていますが、ぜひ、読んでいただけれ

ばと思います。 

 彼らとの出会いでは、差別禁止の法理ということもやっぱり衝撃だったなと思います。先

ほど申しましたジュディ・ヒューマン以外にエド・ロバーツという人、マイケル・ウインタ

ーという人たちが相次いで来日をしました。特にショックを受けたのは、リフト付きバスの

写真ですね。今でこそノンステップバス、バリアフリーのバスは、日本でもどこでも走って

いますけれども、その当時 1 台も日本ではバリアフリーのバスなんてなくて、それどころ

か乗車拒否がもう当たり前だったんですね。バス停で待っていると、車いすを見かけたらぴ

ゅっと、そのままバスの運転手は見ないふりをして置いていく。あるいは、他のお客さんを

先に乗せて、そして最後に乗ろうと思ったらプシュッと閉めて行くというのが当たり前で

した。ところが向こうはリフトが迎えに来るんだとかと思ったんですけれども、それだけじ

ゃなくて、彼らの話では、これはリハビリテーション法 504 条項という差別禁止条項があ

るから、つまり障害者が使えないバスを運行するというのは差別なんだ。だから、差別禁止

ということでこういうリフト付きバスが走っているんだ。おお、やっぱり自分たちが言って

いることは、正しいというか世界的にはそうなんだなと思ったことでしたね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 あと、今日の地域活動ということで、私にとってすごくお世話になった先生ですけれども、
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大阪府立大学の定藤先生。ご自身は事故で頚椎損傷になられて、車いす生活をされながらず

っと教員をされていた方ですが、その彼のご自宅に多いときは週 3 日ぐらい呼ばれていろ

いろと作戦会議をしながら、いろんなことを進めました。 
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あともう一人、私が DPIの事務局長の時の議長ということで、もうそれこそ 30年以上に

わたって一緒に運動してきた人です。特に 1990年代、DPIは交通アクセス全国行動を毎年

開催しました。一番多いときは北海道から沖縄まで、全国 30 カ所ぐらいで、例えば 10 月

10 日という全国統一行動日を決めて一斉に電車に乗る、バスに乗る、あるいはバリアチェ

ックをする、そういったことをするんですね。私たち障害者からすればバリアは明らかなん

ですけれども、障害のない人間にとったらバリアはなかなか可視化されない。階段ですいす

い行けるからあまり不便も感じないみたいな状態になるので、私たちがそういう行動を起

こすことで、駅は一時的に混乱状態になったりするわけですけれども、そのことによって初

めてバリアが可視化されていく。そういったことを毎年毎年続けることで、2000 年のバリ

アフリー法制定までなったわけです。 

 私は大阪でそういうことをしながら、大阪府が全国に先駆けて作ることになったバリア

フリー条例の制定運動の事務局長ということを担いました。1992 年に制定をした後、その

後 10年ぐらいかけて全国各地に条例が広がっていきました。バリアフリー条例が全国に広

がることで、2000年にバリアフリー法の制定になったわけですね。 

定藤先生、北野先生との研究会をやりながら、大阪市や大阪府にいろんな提言をしていき

ました。定藤さんや北野さんのご協力を得て、先ほどの大阪市の全身性障害者介護人派遣事

業というのは大きく制度が伸びたり、あるいは大阪市独自のグループホーム制度みたいな

ものを作ったりということで、地域生活支援の拡充ということを、この時やり始めました。 

 さらに、1998 年に自立生活センター・ナビというものを設立し、私はその代表というこ

とで活動をいたしました。 
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写真でその当時の風景を見ていただきますが、新宿駅は日本でも一番利用客の多い大規

模な駅なんですが、この当時、エレベーターがない状態で、駅前でこういうビラを配ったり

しながら、これからみんなで乗り込みますとアピールしているところです。 

 

これは、JR西日本との交渉ですね。その当時、阪和線は高架になるけれども、エレベー
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ターは付けないというふうなことを言っていまして、それで阪和線にエレベーターを付け

ようというような交渉をしているところです。 

 

 

 

この写真のように、全国各地で階段を担ぎ上げられたりエスカレーターを斜めに登って

いくというのは、本当にふらふらしながらなので命がけです。でも、こういうことを繰り返

していくことで、バリアということが社会に知られていくことになったんですね。 
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地元大阪での活動の最後、少し具体的な実践例ということで紹介をしたいと思います。今

までの話だと、何か行政交渉とか座り込みやデモ、そういうことばかりをやっているという

ふうに思われがちなんですが、普段は、同じ障害を持つ仲間の自立支援やそういったことを

ずっと続けてきているわけなんです。そして、今も大阪の私の机のある場所ですが、自立活

動センター・ナビ、一般の民家の中にある建物ですね。 
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ピアカウンセラーということで当事者のスタッフが何人かいてて、この 1 階だけでなく

て 2 階にも、あわせて 3 つぐらい相談室があって、大体月二百数十件の相談をみんなで手

分けしてずっとやっている、そういうふうなセンターです。私自身もこのセンターの最初の

代表ということでいろんな活動をしてきましたが、いきなりこの自立生活センターができ

たわけではなくて、当事者の必要に応じた多様な活動というか、活動しながらやっぱりこう

いうものがあればいいよねみたいなことで、展開してきたわけです。 

 

 

一つが自立生活センター・ナビ、ここは何をやっているかというと、ピアによる、当事者

による相談支援ということですね。赤おに、青おに作業所、今は国の制度で生活介護という

ふうになっていますが、この赤おに、青おにというのは、多様な社会活動・日中活動の場と

いうことで、社会参加の場です。 

そして、ヘルプセンター・ステップは、一人ひとりのニードに合わせた介護の派遣。そし

て、2 カ所のグループホーム、今現在は 1 カ所のグループホームになっていますけれども、

施設から地域生活へのステップの場です。そして、地域生活や権利確立を目指した当事者活

動です。ピアによる相談支援、社会活動の場、介護派遣、グループホーム、施設から地域生

活へのステップ、当事者活動。こういったことを、一つ一つ手探りしながらつくっていった

のです。 
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 そして、私自身がピアカウンセラーとして関わった一人の T 君の話をします。彼の結構

個人的な情報のお話をしますが、彼にはもちろん OK をもらっています。彼自身がいろい

ろ辛い経験、苦労したことを含めてみんなに知ってもらうことで、施設から地域に自立する、

そのことの理解が広まるなら、使ってよいと OKをもらっています。その T君は、8歳の時

から肢体不自由児施設に入ることになりました。脳性マヒの障害を持っていて、そのまま 18

を過ぎても施設から出られなくて、19、20 歳まで過齢児として過ごしました。児童福祉法

では 18 歳までなんですけれども、18 歳を過ぎていてる状態の子どもを過齢児という言い

方をしますが、過齢児となって 20歳から療護施設に移ることになった。そして、彼が私た

ちのセンターに区役所を通じて相談があったのが、23 歳ぐらいだったと思います。最初、

何とか施設から出たい。私たちは大阪市で最初のグループホームをやっていたので、区役所

の職員が、「あなたのところがグループホームをやっていると聞いたので、何とかしてもら

えないですか」と、私たちのところに紹介があった。彼と会って、いろいろ話を聞いてみる

と、施設を何とか出たいということでした。自立生活プログラムとか体験自立を通じて地域

生活のイメージを具体化していったという感じがします。その当時、大阪市は単独事業を結

構やってくれていて、施設からの地域移行モデル事業というのに参加をしたりしました。8

歳の時から彼は施設にいて、結局 28 に自立することになるまで 20 年近くも施設にいてる

と、親族とも音信不通になっている状態でした。お母さんが亡くなられていて、お父さんだ

けだとちょっと厳しいということで施設に入ったんですが、その間にお父さんともちょっ

と連絡が取れずという状態だったので、家を借りるときのやっぱり保証人の問題が出たり
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しました。 

 

 

 最初のピアカウンセリングでは、「どういうことで相談に来たの？」と言って、「どうした

ら施設から出られるのか分からへんかった」と。子どもの時、8 歳の時からずっと施設で、

このままやったらもう自分は一生死ぬまで施設やなと思った。何とか 20代のうちに施設か

ら出られないかな。30、40 になったら、なかなかやっぱりもう出ようという気にならへん

かなみたいなね、そういう思いでいたようです。施設から出たい、でもどうしたら出られる

か分からへん。そもそも地域で暮らしたことがないということで、自立生活プログラムをし

ながら、自立のイメージを明確にしていったわけですね。いろんなことをしましたけれども、

「私の旅行計画」というプログラムもありました。旅行の準備は、例えば旅行の 3日間を何

をどのように過ごすか、自分らしい、何か自分の好きなように時間を使う、その 3日間の過

ごし方をどうするかを考える。その過ごし方にともなって、そこへ行く移動はどうするのか、

泊まるところはどうするのか、その間の介護はどうするのか。結構、旅行の準備と自立の準

備で重なるところがあると思うのです。それで、旅行計画を立てて、実際に旅行に行ったり、

あるいは先輩の自立障害者宅を訪ねたていったり。最後、ウイークリーマンションを借りて

の自立体験、これは 2、3回やりましたね。 

 



 24 

 

 

 これは、「私の旅行計画」で計画した旅行のシーンです。生まれて初めての単独旅行とい

うことで力が入っていて、二泊三日で、東京タワーに行ったり、ディズニーランドに行った

り、フジテレビに行ったりと、もうてんこ盛りのスケジュールでしたが、私も記録係という

ことで一緒に付いて行ったんですね。 
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ミッキーと一緒に写真を撮るとか、夜までずっとディズニーランドにいて地域で自立で

きるようにみたいなことを言っていましたね。 
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そして、これは既に施設を出て豊中で 1 人暮らしをされていた自立障害者宅を訪問した

時の写真です。自立障害者の中でも、元々施設経験があって、施設から自立をしている人は、

最もそういう意味ではピア性が高い。お宅を訪ねて、彼の場合、例えばお風呂に入るのにこ

ういうリフトを付けてこうやっているんだ、木造のアパートでもこうやればできるよみた

いな話を聞かせてもらいました。これはすごい彼にとっては自信になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３１ 
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 それで、晴れて自立することになったんですが、ピアカウンセリングの中で、施設から出

て地域で暮らしたいという思いを確認し、並行して自立プログラムに参加する中で、地域で

の自立のイメージを具体化する。ウイークリーマンションでの自立体験ということで、自分

の生活と介護体制を確かめてということができました。ちょっと今日は時間の関係で詳し

くは申しませんが、ずっと施設にいると、施設の職員のローテーションに合わせて自分の生

活をすることに慣れてしまうので、空気を吸うように介護を使う状態になるので、本当にど

ういう時間帯に介護が要るのかが分からないんですね。彼は、当初、夜は寝るときは介護は

要らないからと言っていました。実際にウイークリーマンションで 2 週間生活して、毎日

介護がどれぐらい必要か、夜中も含めて介護者が記録を取るようにしていたんですが、大体

ひと晩 2回ぐらい、おトイレとか、布団をちょっとかけ直してほしいとか、2回ぐらい介護

が要りました。「あれ、やっぱりウイークリーマンションで緊張していたの？」かと思い、

その施設の職員さんたちに確認をしてみると、「彼は、施設職員が巡回の時にし瓶でおしっ

こをしたりとかで、大体毎晩 1～2回というのが普通ですよ」、「あれ、そうなの？」と聞い

たら、「あ、寝ているときやから覚えていなかった」みたいな感じで。そういうことをやり

ながら、彼は自信を付けていけたわけですね。 

 最後に家探しということは、家は探せたけれども、私たちはずっと活動をしているので、

障害者の住宅確保に協力的な不動産屋さんの協力を得て見つけられたんですけれども、や

っぱり保証人の問題がありました。長年、施設で暮らしていると保証人になってもらえる人

を見つけることは困難で、公的な保証人制度が求められます。 
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そのようにして施設から地域での自立を果たした彼も、もう今や一児のパパです。僕にと

っては、この親子で映っている写真は宝物の一つです。 

ここまでが、前半の大阪での地域活動についてです。後半、ちょっと年表的な感じで国の

法制化の動きを、ざっと話します。 
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ここから後は、写真を見ていただくことが中心になるかと思います。 

 

2002年に、これは札幌で DPI世界会議という国際大会を開いたんですが、3,000人が参

加をして、国内外の高い評価を頂きました。 
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そして、私はこの会議に向けて全国に呼び掛けていかなきゃいけないので、プレイベント

として全国 33カ所、地方巡業みたいなことをしておりました。ちょうどこの時期というの

は、国連の特別委員会で障害者権利条約の検討が始まる、ある意味でいいタイミングでした。

DPI は、国からもみそかすな状態に扱われているような状況だったんですけれども、よう

やく他の団体と肩を並べて会議をしてもらえるようなところになっていった。 

 ところが 2003年、措置費から支援費というふうに変わる直前に事件が起きました。厚生

労働省が迷走を始めまして、ホームヘルプの上限問題、一律最大でも月 125 時間までしか

介護を認めないと方針転換を突然打ち出した。他にも相談支援という非常に重要な国の制

度を一般財源化をするというふうなこともでてきた。さらに言えば、厚労省からすれば 2004

年に介護保険統合をしたい、2005 年の介護保険見直しで統合したかったというようなこと

で、もういろんなことが出てくるんですね。 

 

 

介護保険統合を厚労省は考えているからこれを阻止するためにというか、私自身はずっ

と大阪で生まれ育って、活動もずっと地元がベースですので、別に大阪を離れる、私自身に

とっては必然性も何もなかったわけです。昔あった刑事ドラマで、「事件は会議室で起きて

るんじゃないんだ。現場で起きてるんだ」という言い方がありますけれども、私は特に障害

者分野でいうと、新しい課題、新しい政策というものは、誰かが会議室というか頭の中でこ

ねくり回して出来たんじゃなくて、現場の実際の必要の中から生まれてくるというように

思うので、別に大阪でずっとこのまま活動すれば良かったんですけれども。一方で介護保険
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統合に向けた動きが急な中、介護保険統合を阻止するためという要請で、2009 年までの 5

年間という約束で行ったんですが、それが 14年になってしまいました。 

 

 

大体、この 14年間を 3つぐらいのテーマに区分できます。ホームヘルプの上限問題から

障害者自立支援法を巡る闘いというのが 2004年からです。そして、障害者権利条約を作っ

て JDFで活動をするという 2004 年から 9年まで。そして、2010 年から 14 年には障害者

制度改革ということで、権利条約批准に向けたいろんな動きをするということですね。 
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そして、2003年の 1月に、それまでは、「障害者の場合は地域で暮らしていくために、一

人ひとりのニーズに合わせて必要なサービスを提供すること」というふうに、各自治体に対

して厚生省、厚生労働省は言ってきたはずなのに、いきなり重度で月 125 時間、一般の障

害者は 50時間までが上限ですみたいなことを打ち出した。それこそ、今地域で暮らしてい

る者、あるいはこれから施設を出て地域で暮らしたいと思っている者の生活を破壊する行

為だったので、もうみんな怒り大爆発で、この日は厚生労働省のロビーになだれ込みました。 
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そこから 2 週間、ずっと厚生労働省前で座り込みをし続けました。深夜に及ぶ座り込み

を何とか 2週間闘い抜いて、「個々の支給量の上限を定めるものではない」ということで上
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限設定を跳ねのけることはギリギリできました。ただ、パーソナルアシスタンス、一人ひと

りの必要に応じた介護を得る、そういう制度の仕組みを巡る闘いは現在も続いているとい

うことです。 
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 2004年 1月に介護保険見直しの議論が始まって、厚労省の勉強会というものも設定され

たりもしましたが、その中で、途中で障害者団体の中でも意見が分かれ始めていく。私たち

私たちは介護保険統合には反対であるという立場で、知的障害の当事者であったり、精神の

当事者であったり、障害の当事者は、障害種別を超えて介護保険の統合には反対であるとい

うことで闘いを繰り広げていくことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４４ 
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そういった最中、私は 2004年の 8月に東京に移住するのですが、この 2カ月後に、厚生

労働省から「今後の障害保健福祉施策について 改革のグランドデザイン案」というのが突

然出てきました。はっきり言えば、グランドデザインというのは、介護保険統合準備デザイ

ンということですね。障害程度区分という、要介護認定に似たコンピューター判定の仕組み

を障害分野に持ち込む、あるいは、介護保険と統合しやすいサービスを一つの体系にまとめ

て、それ以外は地域生活支援事業という国の制度から外してしまう。そして、1割負担、応

益負担を導入するといった、介護保険統合地ならしの動きが出てきて、これを本当にこのま

ま進められたら自立生活の危機になるということで必死で闘いを組みました。 
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台風が直撃の中でのデモです。届け出た警察が、「他のデモ申請もありましたが、他のグ

ループはやめられますけれども、皆さんは本当にやられるんですか」とお巡りさんも心配を
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してくれるような状態でした。でも、本当にこの法律が通ってしまうと、自分たちはそもそ

も生活ができない、命に関わる問題なんだということで、2,000人もの人がその中でも参加

をしました。本当に命懸けの行動でした。 

 

 

  

ずっと、以降も自立支援法の反対闘争ということで、厚生労働省前あるいは国会前で集ま

ったり、ますます人が増えていきまして、1万人とか 1万 5,000人のデモといった規模にな

っていきました。この時はずっと、大体どこかで 1 日中座り込んだり会議をしたりみたい

なスケジュールで、途中で倒れて緊急入院とかもありましたが、そういう闘いをしてきまし

た。 
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これは厚生労働省前でアピールをしているときの姿です。 
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そして、自立支援法が成立しても闘いは続きました。日本の場合は一般的には、法律が制

定されるまでは反対運動が起きても、成立してしまったらもう仕方がないみたいな感じで

落ち着いてしまうようなところがあったりするんですが、この自立支援法に関しては、ずっ

と闘いは続き来ました。毎年やるたびに、やっぱり集会の参加者が増えていくということで、

最大時には 1万 5,000人の人が日比谷に集まりました。 

 そういう反対運動だけじゃなくて、障害者自立支援法に代わる新しい法律をどう作るか

ということで、研究プロジェクト、障害者総合サービス法研究プロジェクトということで、

その研究プロジェクトに司会の竹端さんにも参加をいただいて、その成果が、『障害者総合

サービス法の展望』という本にまとまっています。 
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「自立支援法」が実施された 2006年の集会には、これはもう本当にいろんな人たちが参

加されて、1万 5,000人規模なので延々とデモ隊が続くという感じです。 
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そして、2009 年には 1 万人を前に厚生労働大臣が、「この自立支援法に代わる新しい法

律を作ります」と挨拶をしてくれました。本当に拍手万雷という感じでした。 
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 あと、権利条約の策定、権利条約を作るために国連で会議が、特別委員会があるわけです

が、そのたびに日本から、日本障害フォーラムという全国的な障害者団体 13団体が集まっ

たネットワーク組織があるんですが、そこから派遣団を作って派遣をするというふうなこ

とで、私はその権利条約の委員会の責任者ということで準備に関わりました。 
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2004 年に JDF が結成されて傍聴団を派遣したり、政府との意見交換会の準備をしたり

しましたが、実は 2009年に「幻の権利条約批准騒動」というのがあって、私たち団体が知

らない間に政府がこそっと権利条約批准の閣議決定をしようとして、中心的な議員さんが

動いてくれて一旦止めてもらいました。障害者差別禁止法やそういったものができてから

でないと批准はできないと、障害者制度改革推進会議が 2010年に発足し、そして、障害者

基本法の改正、障害者差別解消法などを経て、2014年 1月に条約批准となりました。 

 

 

 これが、その障害者制度改革の体制になりますが、総理大臣を筆頭に障害者制度改革推進

本部が設けられたんですが、その下に障がい者制度改革推進会議というのが作られて、私も

推進会議の一員として参加し、その下につくられた総合福祉部会に副部会長ということで

参加しました。竹端さんや北野先生、茨木先生とかにも参加を頂きながら検討を進めました。 
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こういった制度改革で制定された 3つの法律として、2011年に障害者基本法、2012年に

総合支援法、そして 2013 年に障害者差別解消法という一連の流れがあって、2014 年の 1

月に障害者権利条約の批准に至りました。 
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 私は活動の場を東京に移してから国会傍聴には結構行っていたんですが、いつも大体悔

し涙を流すことが多かったんですけど、この障害者差別解消法の採決の時には、国会傍聴も

たまにはいいことがあるんだなと思ったものです。議長が、「投票 206、賛成 206、反対 0

ということで、よって、前会一致でこの法律が可決成立したことをここに報告します」と言

うのを聞くことができた瞬間でした。 

 

 

 

これが、障害者差別解消の概要になります。 
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この写真で私の隣にいるのが三澤議長なのですが、これが 2013年の 6月で、この 3カ月

後に三澤さんが亡くなるんですね。この法律を見届けるようにして逝かれたという感じが

します。本当に、障害者差別解消法一つを取ってみても、そうやって自分の人生を懸けて運

動してきた人がいるから出来上がったということをつくづく思います。 
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 そういった一連の動きがあって、私は障害者運動を 18 の時からやって今年で 43 年にな

るんですけれども、その中でも思い出深いというか、自分の中で良かったなと思う瞬間の一

つがこれです。2013年の 11月、参議院の外交委員会ですが、お招きをいただいて参考人質

疑で意見を述べたんですね。テーマは障害者権利条約の批准で、この年の 6 月に障害者差

別解消法が成立していましたので、差別解消法の成立を見た今、権利条約の批准をして、さ

らに前に進めていただきたいということでお話をしました。 
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翌年の 2014年 1月に障害者権利条約を批准しました。ただ、権利条約を批准して終わり

じゃなくて、その中身の実現をしていかなければならないというか、それが今のフェーズに

なるわけです。 

 ちょっと後半が駆け足になりましたけれども、元々地域活動から始まった活動が、そうい

う国レベルでどういうことをしてきたかということで、ちょっと年表的なトピックスを紹

介させていただきました。 
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最後にちょっと総括的な内容として、1枚スライドを作らせて頂きました。冒頭に申しま

したけれども、社会的障壁のバリアのジャングルの中で、けもの道を見つけ前に進むと同時

に道を広げる闘いというのが障害者運動です。そして、障害者が地域で生活し、街に出るよ

うになって初めてバリア、社会的な障壁というものが可視化されるんだというように思い

ます。そういう意味では、障害者のニーズというのは、社会環境の不備を明らかにし、社会

資源を開拓するエンジンなんだと思っています。従って、この闘いには終わりはなくて、よ

りシビアな状況に置かれている未だに施設や病院に留め置かれている仲間の声、より重度

の障害のある仲間の声を受け止めて、運動課題にしていくということが必要かなと思って

います。そういったことを踏まえてパラダイムシフト、今現状何ができるかということはも

ちろん大事なんですが、さらに 10 年ぐらいのスパンで、今すぐには解決し得ない課題を、

10 年先には何とかしたいよねみたいなことで。やっぱり、この中長期的な展望と、今実際

に日々活動の中でできること、この両方をつなぎ合わせていく。戦略と戦術、方針を打ち立

てていく構想力みたいなことがすごく大事だ思っています。その構想力が私にあるかどう

かは別にしても、そのことを少しでも考えるように努力をしたいなと思っているところで

す。 
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 最後、今日お話しをしたような障害者運動との自分自身の関わりについて、『障害者運動

のバトンをつなぐ』という本にまとめています。先ほど竹端さんなどと一緒に研究の成果は、

ミネルヴァ書房から『障害者総合福祉サービス法の展望』という本にまとまっていますので、

もしよかったらお読みください。ちょっと時間がオーバー致しましたけれども、私からの発

題に代えさせていただきます。どうもご清聴、ありがとうございました。 

 

 

質疑応答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

司会： 

尾上さん、ありがとうございました。では、ちょっとだけ私のほうからコメントと質問を

させていただいた後、皆さんにご質問を開いていきたいと思います。 

 

尾上さんに伺いたい、今日の研究会に重ね合わせて、まず私のほうから最初の質問で聞き

たいポイントは、尾上さんはミクロ、メゾ、マクロ、全部に関わってこられているわけです

よね。つまり、障害のある人の個別支援というところで先ほど、要は施設にしかいれないと

いった人が、外に出られて、ご結婚もされて高校生の子どもまで出てくるようなところのエ
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ンパワメントする、個別支援というところもやっておられて。一方で、大阪でエレベーター

を求める運動という形で、大阪のローカルでも運動をしてこられて、かつ、最後のほうでお

っしゃっていただいたように、私が尾上さんと出会った頃はもう既に全国レベルで活躍し

ておられたんですが、いわゆる国レベルの法制化であったり、いったんできた法律も変えて

しまう、動きを止めてしまうようなことのダイナミックな運動までされている。その、ミク

ロとメゾとマクロというところの動きの中で、何かその 3 つの動きの中で、尾上さんは違

いがあるのか、全部一気通貫した同じ動きなのかとか、その中で巻き込むときのダイナミズ

ムはどんなふうにお感じなのだろうと、ちょっと何かそういうところをぜひ伺ってみたい

なと思ったんですが、その辺りは尾上さん、いかがでしょうか。 

 

尾上： 

手法というか、戦術的な意味での方法論はちょっとそれぞれ違うところはあるかなとは

思うんですけれども、でも、言うならそこに共通項としてあるのは変わりはないというか。

やっぱり、一言で言えば障害者の差別をなくす、そして、地域で当たり前に暮らせる、そう

いった社会をつくるということでは、自分の中では、それこそ先ほどの T 君の自立支援も

そうですし、あるいは大阪府や市といろんな交渉をしてバリアフリーの条例を作るとか、そ

ういうものを作るということ、そして、国の法制度に関わるにしても、いずれも自分にとっ

ては、上、下とかそういうのではなくて、全部ある意味でつながっているという感じがして

います。 

 あともう一つは、例えば先ほどのホームヘルプの上限問題というものを抽象的に、例えば

他の介護制度だったらこれぐらいの時間、これに対して何時間とかということで、それの財

政的なファイナンスをどうするのかみたいなことは、それはそれで大事なんですけれども、

でも、自分にとって、これは何とかしなきゃいけないと思う具体的な根拠がある。T君がち

ょうど、そのホームヘルプの上限問題が出る 1 年前ぐらいに施設から出たんですね。やっ

ぱり重度だから結構な介護の時間数が要るわけですよ。その彼が、「いや、僕は月 120時間

になったら生活できなくなるから、また施設に戻らなあかんのかな」と。彼が、もう一回施

設に戻らなあかんのやろうかという、そのことを聞いて、やっぱりそれが何か自分の中のエ

ネルギーというか。そういう意味でいうと、一人一人の障害者の姿と、やっぱりメゾ、マク

ロといわれるものとが、何か自分の中ではつながっているという感じがあります。 

 

司会： 

なるほど。ありがとうございます。では、皆さんに質問を開きたいと思います。いかがで

しょうか。遠慮なくどうぞ。じゃ参加者 Aさん、お願いします。 

 

参加者 A： 

お話、ありがとうございました。1万 5,000人も集会に集まる姿はすごい圧倒的な勢いを
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感じるなと思って、写真もこれだけ豊富に用意していただいて、すごく当時のリアルな様子

が伝わってきました。あの 1 万 5,000 人が集まったのは、自立支援法に関する集会だった

んですけれども。これは、人が徐々に、だんだん増えていって集まってきたというのは、当

初から何かそういう準備をされていたのか、それともやっていくうちに自然発生的に集ま

ってきたものなのか。何かそこら辺は、当初集会を企画した段階ではどのようにお考えだっ

たのか、教えていただいてもいいですか。 

 

尾上： 

先ほど、最大時 1 万人とか 1 万 5,000 人という言い方をしましたとおり、最初からそう

いった規模の行動が組織できると踏んでやっていたわけではありません。DPI だけでは、

とてもそれだけの数は集まらない。 

 でも、この問題は、やっぱり自立支援法、国の法律の変化がものすごく大きくて、他の障

害者団体ですね。ちょっと障害者団体、障害者運動の歴史というのはある意味で長いので、

ある時には、ある問題では激しく団体同士が対立をする場合とかもあったりするわけなん

ですが、そういった経過の中で、この自立支援法に関しては、ちょっと今までの経過があっ

たとしても、一緒に手を組んで一緒に反対をしようみたいな形でどんどん広がっていった。

そういう意味でいうと、ある意味で厚生労働省自身があまりにも障害者団体の意向という

のかな、実際の障害者の実態を無視して、こういう法律を実際に施行したらこれだけやっぱ

り問題が起きるよといったことが実際に起きました。自立支援法には、政府との関係、厚生

労働省とのパイプを切っちゃ駄目だからということで賛成に回られた団体の会員さんも、

いろんな意見はあるけれども、いい法律だと聞いていたのに、蓋を開けてみたら違うじゃな

いのという話になっていきました。そういう意味では、団体としては賛成なんだけれども、

その会員は地域では反対みたいな状態で、だから、団体の枠を超えて集まったから1万5,000

人になったというふうに思っています。 

 

参加者 A： 

ありがとうございます。ちなみに、集まった人数が仮に 3,000人だった場合と、1万 5,000

人だった場合で、結果は異なっていたとお考えですか。 

 

尾上： 

ホームヘルプの上限問題の時は、最大で 3,000人ぐらいでした。先ほどのホームヘルプ上

限問題というのは、厚生労働省の中の障害保健福祉部マターなんですね。そことの関係だっ

たら 3,000 人で障害保健福祉部レベルの意思決定に対しては多少それでも食い止めること

はできたんだけれども、障害者自立支援法は介護保険の年齢拡大をしたい、厚生労働省全体

に関わるマターになった。相手はもう厚生労働省全体になるわけなんですね。そういう意味

では、3,000 人というレベルの規模では、やっぱり厚生労働省全体まで動かないというか



 55 

3,000人と 1万 5,000人の違いというのは、動く国会議員の数が違ってきたというところな

んですね。そこが、やっぱり違いかなというふうに思います。 

 

参加者 A： 

ありがとうございます。今のお話はすごく興味深くて、動く国会議員の数が人数によって

変わってくるというのは、やっぱり長年の運動の経験から、この規模だったら日本だとこれ

ぐらいのインパクトはあるんじゃないかというのは肌感覚としてお持ちだったということ

ですか？ 

 

尾上： 

結果として参加者の規模に表れるんですけれども。先ほど申し上げたとおり、団体の枠を

超えて反対の声が広がっていった。元々、賛成を表明した団体も、実は地域レベルでは反対

で、また、自立支援法の賛否に関わらず一方で、障害者権利条約ということで JDFという

ところでつながっていたことも、実は救いだったと思うんです。そうじゃなかったら、自立

支援法の賛成、反対で、あいつらは賛成した、われわれは反対した、だからもうあの団体と

は一切やれないみたいな話になりがちだったと思います。 

 一方で、市民社会も含めてなんですけれども、日本の社会は何か国連はそれなりに権威が

ある存在だと思うんですね。障害者権利条約が、障害者差別禁止法をある意味で必須にする

ような感じの議論になっていく訳です。そういう動きもあって。障害者団体の権利条約を媒

介とした形でのつながりは、自立支援法賛成、反対という立場があったとしても、つながっ

ていたということが前提です。その上で、なおかつ地域レベルでの会員さんは、やっぱりこ

のままの自立支援法では駄目だという声がどんどん出てくる状態になったということだと

思います。 

 

司会： 

他の皆さんはいかがでしょうか。どなたでもご質問をどうぞ。 

 

参加者 B： 

尾上さん、本当に興味深く伺いました。ありがとうございます。今のところとちょっとつ

ながっていくのと、もしかしたらもうお話の中に入っていたかもしれなくて、重なっていた

ら大変申し訳ないんですけれども。実際これだけの、動員力としては 3,000人だったかもし

れないけれども、結果的に 1 万 5,000 人の人を集めるようなそういう集会になってという

ところで、これをコアになって動かした人たちというのは、実際には何人ぐらいの人たちで

されていたのかなというところと、そのメンバーをどのようにマネジメントされたりとか

していたのかなという、ちょっと具体的なところを一つお伺いできればありがたいなとい

うふうに思います。 
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尾上： 

ありがとうございます。コアというのが、ちょっとどのレベルというか、全体の目標設定

であったり、あるいは行動のプログラムの検討であったりというレベルから、もう少し、何

ていうのかな、当日のロジ的な部分も含めての、いわゆる実行委員会の態勢ということで規

模はだいぶ違ってきますけれども。そういう意味では、コア中のコアということでいうと、

中心が 3 団体があったとして、全体で、そういう意味でいうと 20 名ぐらいですね、7× 3

ぐらい入っている感じですね。そういう、何ていうか、一番の事務局中の事務局みたいなこ

とをやって、それにいろんな、それこそ例えば集会の会場のスタッフはこう、あるいはこち

らのデモの送り出しはこうということでいうと、そこの実行委員会ということになると、3

×30 数名、100 名ぐらいがやっぱりその実行委員会ということになるかな。そういう意味

だと、当日のロジということになると 100 名ぐらいが動いていたぐらいというふうに思い

ます。さらにそのロジの中心メンバーの指示を受けて当日のボランティアスタッフもいて

るから、それでいうと 200 とか 300 になっていくんですけれどもね。そんな感じの態勢で

すね。 

 

参加者 B： 

活動を展開していくにあたり、障害者団体に所属していない当事者の方であるとか、そも

そも障害を持っていない方とかとの関わりはどのようであったでしょうか？ 

 

尾上： 

まず 1 つ目のほうは、やっぱり私自身がいろんな呼び掛けとかを始めた 1990 年ぐらい、

全国でみんなで電車に乗り込もうとかというときは、あの時は、呼び掛け手段というのはフ

ァクスが中心だったのですね。ファクスと電話も一つ一つ電話をかけるというのが、2006

年ぐらいになると、やっぱりホームページを使ったり、あと、私たちのほうでいうと、自立

支援法が施行されて今、困っていませんかということで、アンケート調査を何回もやったん

ですね。半年に一遍ずつぐらい、自立支援法影響調査みたいなことを。それでやって、その

アンケートに協力してもらうこと自身が、やっぱりこの法律が、理念、建前はすごくいいこ

とばかり言っているけれども、実際にはこういう現実をもたらしているのではないかとい

うことで、国会議員とかを回るときの説得材料にもなった。と同時に、そのこと自身が、そ

のアンケートに直接答えなくても、そのことで私たちの主張を理解してもらうという意味

で、アンケートを定期的に取っていたというのは大きかったかなというふうに思います。 

 それで、自分たちの加盟団体以外にも、例えば加盟していない人というか、私たちのホー

ムページの、そのアンケートとかの案内を見てそれで集会に参加しましたという人もいた

りということと、あと、やっぱりそういう障害者団体がたくさん動き始めることで、ただ、

ここからはちょっと非常に厳しい言い方になるかも分かりませんが、やっぱり 1 万 5,000
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人が動いても、やっぱりマスコミでの取り上げ方は非常に小さかったなと思います。だから、

国会議員とかそういう人たちのアピールとかをもらったり、あるいは労働組合的にいうと、

連合も、そして全労連もどちらもアピールを寄こしてくれたりというふうにはなったりと

かという、そういう意味での労働組合とかがアピールを寄こしてくれたりとなりました。い

うレベル、社会運動のレベルではそうだけれども、1万 5,000人集まっても、マスコミの取

り上げ方は小さかった。 

 唯一、フジテレビがやっていた夜の、滝川クリステルがずっとキャスターをやっていたあ

の番組だけがずっと私たちの報道をやってくれていました。一方、朝日新聞が、「障害者に

は苦い薬だが」といった社説を出したりといった状況でした。それで 1 万 5,000 人が集ま

っているのに新聞やテレビで報道されないということで、そのことで驚いた社会部の記者

とか、厚労の記者クラブ以外の記者たちが私たちのほうに個別に取材に来てくれたりとか、

そういうことがあるんですよ。 

 

司会： 

他の皆さんはどうでしょうか。じゃあ、参加者 Cさん。 

 

参加者 C： 

ありがとうございました。本当に 80年代、90年代から、エスカレーターをみんなで登っ

ていくということで、やっぱりデモンストレーティブな活動をされていたということで、す

ごく、何ていうんですかね、やはり目を引く、そして知恵を使う、自分たちならではの取り

組みというものを積み重ねてこられたというところで、本当に素晴らしいなというふうに

思いました。そういうところが、やっぱり仲間の勇気を奮い立たせるというか、そこに続い

ていけばいいんだという、何かそういう旗印を示してこられたんだろうなということを思

いながら、伺っておりました。 

 私は住宅問題とかが非常に気になっておりまして、何とか運動を盛り上げたいなと思い

つつ、いつも仲間同士が、誰が自分たちの仲間なのかというところが見えない難しさという

のがあるなというふうに思うんですね。障害のある仲間たちが集まってくるときに、一歩そ

こに参加する勇気というんですか、仲間を見つけて自分もそこに参加していく勇気という

のをつくり出していく。その時に、デモのやり方というところでもアピールされていたと思

うんですが、他にどういう関わりというのがあったかというふうなことも教えていいただ

けますか。 

 

尾上： 

どうもありがとうございます。先ほど 7 月下旬に発刊されますジュディ・ヒューマンさ

んの自伝の解説にちょっと書いたんですけれども、最近、ちょっとご存知の方もいるかも分

かりませんけれども、SNS で伊是名さんという女性、障害のある人が、来宮という無人駅
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を使うということで、それをブログで乗車拒否に遭いそうになったということで書かれて。

それに対してすごいバッシングが起きたりするような、日本の社会はまだまだそういうど

す黒い部分というか、まだまだというより増々と言うべき状況にあるかも分かりません。一

方で、そういう部分が強化されているのかなとかと思ったりします。本当に、それは言い掛

かり以外の何ものでもないバッシングなんですけれどもね。さらに、私たちの時代は良かっ

たという意味ではないんだけれども、こういう事態になったときに、今の社会は一人の障害

者として対するときはかなりつらいものがあるなと思ったんですね。 

 私たちの時代は、ある意味で日常的に、例えばどこかの駅を使おうと思ったら、国鉄なん

かはもう露骨に、「何で車いすで来るんですか」と、駅員にとっては迷惑だということを、

露骨にそういう対応をするわけですよね。それでもう嫌になって出たくないというような

状態にもなりそうになるから、合宿とかキャンプとか、みんな、寝泊まりしながら、議題が

あって、一応議題みたいなテーマはあるんですけれども、みんなで話して意思決定をするた

めの会議というよりは、自分が今日駅でこんなことを言われたけれども、あの時、どうやっ

て言い返したら良かったのかなとかそういうふうな話を延々とする。それこそ、結論がある

ようでないような話で 1 泊 2 日一緒に過ごしたりとか、そういう自分たちにとって解放さ

れた時空間というか、そういう共有体験みたいなものがあったから、あれだけ激しい闘いと

いうか、それこそ社会的なバッシングでいうと、SNS ではないけれども、世間の冷たい目

という意味では、それこそ電車に乗ったら、もうじろじろ見られるのが以前は当たり前でし

たしね。それでも、なぜやれたのかというと、それは一人一人が頑張ったというだけじゃな

くて、その頑張るために何か出撃の、自分たちにとっての本拠地というかベースがあった。

それが、僕にとっては合宿だったりキャンプだったりかなみたいな。 

 そういう、何かこう、一人一人が立ち上がっていく、そういう主体形成のためのベースを

どうやってつくるかというのは、今の時代の中での何か難しさと、改めて形を変えて Zoom

キャンプとか Zoom 合宿みたいなことができればいいのかも分かりませんけれども。やっ

ぱりそういう場は、方法は変わったとしても、自分たちが、先ほど社会的障壁に囲まれてい

るジャングルの中にもう一回飛び出していくためには、どこか自分たちが安全と思える出

撃のベースがないと、やっぱりなかなかもたないなというふうに思います。やっぱりそうい

うものをつくっていくことでコアの集団ができていくものではないかと思うんですが、ど

うでしょうか。 

 

参加者 C： 

なるほど。開放された時空間という、すごく感化された思いがしました。ありがとうござ

います。 

 

司会： 

ありがとうございます。では、参加者 Dさんお願いします。 
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参加者 D： 

ご報告ありがとうございました。僕は、この間の全体的な日本の運動というものが衰退し

ていく中で、障害者運動が何でこれだけ盛り上がったのかという素朴なところがあるんで

すが、それは総論的ですからちょっと置いておいて。先ほどの力をためる場というところに、

僕は自立生活支援センターの果たした役割は非常に大きいような気がするんですが、その

点が 1 点と。じゃあ、もう 1 つは、そういう障害関係の専門職とか事業者というのはこう

いう運動に対してどうあったのかという、ちょっとこの 2点を質問したいんですが。 

 

司会：尾上さん、お願いします。 

 

尾上： 

まず、1点目。自立生活センター、あるいは自立生活センターと名乗っていなかったとし

ても、地域支援を専らとしてきた、もう一つは、NPO法とかができる前というのは、無認

可の作業所とか、そういったところの役割が大きかったのではないかなというように思う

んですね。先ほどちょっと NPO法ができる前は任意団体でしたという言い方をしましたけ

れども、社会福祉法人というのは一時、1億円の手持ち金がないと設立ができないというふ

うにいわれていて、日本の福祉制度というのは、措置制度の時代は社会福祉法人でないと委

託ができないというふうな状態だったわけですね。じゃあ、結局、この社会福祉法人格を持

って、制度の中にビルトインされている法人格を持っている団体と、そうじゃない草の根の

団体が、任意団体、運営委員会方式とか、いろんな言い方がありますけれども、自分たちの

目の前の課題を何とかするために集まって活動してきた連中がどうするかというと、その

当時、自治体で障害者の無認可作業所制度は、例えば元々養護学校の保護者、PTA が中心

に作った制度ということもあって、法人格がなくても助成を受けることが出来た数少ない

制度です。 

 私たちも、だから先ほど、赤おに作業所、青おに作業所というもの、作業所という名前が

欲しかったわけではなくて、私たちのような無認可の団体が使える制度というのは作業所

だけだったんですね。その作業所が一時、一番多いときに全国で 3,000カ所ぐらいまでにな

ったんじゃないんでしょうか。やっぱりそういうものと、あともう一つはやっぱり自立生活

センターですね。自立生活センターのやっぱり大きな特徴というのは、サービスを提供する

のと権利擁護、アドボカシー、運動をする、その 2つの機能が車の両輪のようになっている

ところだというふうに思っています。特に障害者は、例えば 1 つの地域に集住しているわ

けではないので、そういう意味で、実際に自分たちが寄って集まるということのためには、

例えば実際に介護サービスを提供する、そのことで、その利用を求めて障害者自身が集まっ

てくる。さっきの作業所も、昼間の活動の場、社会参加の場ということで集まってくる。そ

のことが、自分たちの団体のベースになったというふうに思います。そういう意味では、自
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立生活センターと、あと、草の根運動ということでいうとやっぱり無認可の作業所、この 2

つが、やはり障害者の活動基盤、プラス、組織基盤ということですね。人員が集まるという

意味での組織基盤ということでは、非常に大きかったというふうに思います。 

 そして 2点目は、職能団体についてです。もちろん、個々のレベルで非常に熱心な、今で

いうソーシャルワーカーさんがいたりとか、あるいは自治体の福祉職で雇われた人の中で

は、もうそれこそ個人で、今でいう社会リハみたいなものが全くなくて、周りの人に怒られ

ながら、休みの日に、施設に入居している障害者と電車に乗りに行ったりとかみたいなこと

をするといった、個人レベルで協力をする人たちはいたとは思います。しかし、職能団体レ

ベルで私たちのような活動に協力をしてくれたところというのは、あまり思い出せないで

すね。 

 

司会：では次、参加者 Eさんお願いします。 

 

参加者 E： 

今日お話を聞いていて、もしかしたら非常に画一的な障害者団体、あるいは運動の話かな

と思いきや、やはり内部での大きな対立があったりとか、あるいは、その対立を含めて時間

を共有するということが非常に連帯を生むのに、連帯の促進に寄与したんだというお話を

聞いて、ああ、私もちょっとほっとしたところがあってですね。やっぱり、マイノリティー

に対する、この私の質問というかコメントに近いのかもしれませんが、このコロナ禍の中で

なんですけれども、恐らく社会運動の在り方もかなり変わってきていますし、ハッシュタグ

アクディビズムのような SNS上だけでのつながりで全部やってしまうという、完結してし

まうという運動もかなりあるんですね。私自身はそういった運動には非常に懐疑的で、まさ

に今日聞いたような運動のほうが、恐らくリアリスティックな話なんだろうと思うんです

けれども、やはり、そうはいっても、時代の流れはそうはならない。 

 だとしたらなんですけれども、私は最近、トランプ政権の誕生の時に、実はトランプみた

いな人を支持していたのは白人の低所得者で低学歴の労働者だったんだという、そういう

話があって、それを一部翻訳したことがあって。その縁で同和問題とかを、要は市民教育し

ているような団体から講演の依頼が来てお話しすることがあって。そこでお話しするのは、

やっぱりマイノリティーに寄り添うこととか、マイノリティーが生きやすい社会にするこ

とというのは正しいと。正しいんだけれども、その正しさが息苦しい人も一定数いて、その

一定数いる人たちの言い分としては、やっぱり自分たちも自分たちなりに頑張ってきたの

に、産業構造の変化とか、つまり今でいうと SNS が使えなかったり、あるいは Excel、

PowerPointがそもそも使えないといった世代に当たりますけれども、そういった世代がす

っぽりと今、産業構造の中に組み込まれない構造が出てきているということになると、やは

り運動の在り方も変わってくるし、先ほどおっしゃっていたように、やはりバッシングもも

っとひどくなってくるんじゃないかなというふうに思っています。特に SNS上では言いた
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い放題言えるところですので、そういった社会の寛容度がどんどん、恐らく、いや、あるい

は絶対的になくなっていくという前提の下で、団体としてはどういった立ち位置でいくの

か。SNS を駆使していくのか、あるいは時間の共有のような、今までの経験値というもの

を生かしていくのかという、その方向性みたいなものというのは何かあるのかなというこ

とを一つお聞きしたかったです。以上です。 

 

司会：ありがとうございます。尾上さん、お願いします。 

 

尾上： 

DPI のほうでは、特にこの 2 年ぐらいかな、ホームページ、そしてそれと連動した形で

Facebookや Twitterを使って、大体週に何回か、情報発信をする体制を組むようになって

きています。 

 紙の媒体でしか馴染めない世代の人たちもいるので、紙の媒体もちょっと頻度を落とし

ながらではありますけれども発刊はしています。ですが、紙の媒体だと時代の変化が速いの

で追い付けないという部分もあって、Facebook とも連動する、Twitter なんかとも連動す

るような形で情報発信をしてきているというのが一つです。ただ、これはちょっと世代によ

っても違うし、私なんかももう、今の DPI でいえば一番上ぐらいの世代になってしまうの

で、その世代からすると、あくまでも広報の手段というふうに僕なんかは割り切っていると

ころがあります。 

 一方で、運動のリアル、それこそ先ほど言った、何かがあったときに自分たちはこういう

ことを確認をし、あるいはもう一回こういったことを社会に持ち込んでいこうみたいなそ

ういう部分というのは、やっぱりリアルな、一緒に解放された時空間というのを過ごすとい

うことなしにやっぱり僕はないというふうに思う世代なんですね。なので、だから、そうい

う意味ではどちらも必要ということですし、そして、その上では SNSやそういったもので

のつながり自身は否定はしないけれども、それはあくまで入り口であって、そこから実際の

リアルなそういった関係性にどう持っていけるかというところなのかなという感じがしま

す。ただ、その 2 つをどうつなげていくかということでいうと、DPI だけじゃなくて、そ

の加盟団体、個々の地域団体でそういったことをやっていくという感じになるかなと思い

ますね。 

 

司会：ありがとうございます。じゃあ次は、参加者 Fさんお願いします。 

 

参加者 F： 

どうもありがとうございました。 

 昨今のこの障害者運動の、先ほどありました 1 万 5,000 人というのを私もちょっと考え

ていて、何かそのきっかけとして、私自身も何か障害者運動に、今もちょっと全日本ろうあ
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連盟の関係で関わってはいるんですけれども。その時からいつも話を聞いている感じです

と、障害者権利条約というのが、障害分野を超えた形でみんなが集まって障害者の権利を獲

得しようみたいなことで、何かみんな一生懸命、会議に参加できない人も含めて、ニューヨ

ークに行って、みんなその報告を待ち焦がれるみたいな態勢があったとは思うんですけれ

ども。あの感覚で、障害者の分野を超えた何か連携というものが非常に強まった気がしてい

て。それに加えて、そういう障害者権利条約を作るぞということに、そういうただ中に、何

かそれに反するような自立支援法みたいなものを作ろうという話なので。自立支援法も、あ

る意味障害者の分野を取り払った形でやろうということなので、そういう意味で、非常に権

利意識が高まっているときに、非権利的な制度を立ち上げようという、何か非常に対立構造

ができやすい状況の中で、そして、その被害というのはもう明らかなので。全国的に、私の

京都の知り合いの施設からも何人かここに参加したという話とかも聞いたりしていて、各

施設から出そうみたいな感じの雰囲気ができていたと思います。そういう雰囲気づくりと

いうのが、私自身は何かすごいなと思って。運動も、イラク戦争の時のデモ行進の時を何か

思い出すんですけれども、結構、やっぱりこうやらないとねみたいな雰囲気づくりというの

がいかにつくれるかというのが、すごい大事なのかなというふうにちょっと思いました。ち

ょっと、どうですかね、この 1万 5,000人のところ、私の感覚なんですけれども、先ほど言

ったように、権利条約とかの何か影響というのはありそうな気がしていたんですけれども、

いかがですか。 

 

尾上： 

ありがとうございます。後半のほうは、時間の関係でちょっと年表的にぱっぱっと言った

ので、内的な連関の部分についての説明はできていませんでした。ご指摘のとおりというか、

障害者権利条約が、それぞれの団体の幹部もそうだし、そしてその団体の構成員も含めて、、

これからの時代はこれなんだというふうなそういう意識がつくられていった、権利条約を

通じてエンパワメントされ、かつ、障害者権利条約、このために、その批准のために頑張ら

なきゃいけないんだから、自立支援法で賛否に分かれていたとしても一緒にやらなきゃね

みたいなものと両方あったと思います。つまり、エンパワメントして、障害者権利条約の視

点から見たらこんな法律なんてあり得ないだろうということの、認識、枠組みがすごく広が

ったというのが一つですね。もう一つは、そのいろんな国内事情とかの中で、賛成をしてい

る団体においても、いうなら、反対を展開している僕らも、もし、そういう障害者権利条約

で一緒にやっていることがなかったら、あれは一部の団体が騒いでいるだけみたいな形で

ばっさり切られている可能性はあったわけです。そういう意味でいうと、ぎりぎりのところ

でお互いがつながるみたいなところと、その接着剤になったという意味と、両方の意味があ

った。権利意識を高めたのと、接着剤になったという、その両方の意味があったなというふ

うに思いますね。 
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参加者 F：分かりました。どうもありがとうございました。 

 

司会： 

ありがとうございます。そういえば、何か僕もニューヨークの権利条約批准のための委員

会に一度見に行ったことがあるんですけれども、まさに傷痍軍人系の団体の人と、左といわ

れる団体の人が一緒の場にいたりするというようなことはこれまでなかったんだけれども、

ニューヨークに行ったりすると何かみんなで一緒に議論したりとかというようなことがあ

って、多分、ああ、そういう形で有機、同期をしていったんだなと、今、尾上さんの話を聞

きながら思い出していました。ありがとうございます。 

 

尾上： 

これまでの歴史の中で、色々な経過、背景をそれぞれの障害者団体は持っています。とこ

ろが、障害者権利条約の傍聴団ということで 1 週間なり 2 週間、ずっといるわけですね。

僕も含めてほとんどやっぱり英語ができない人たちなわけですよ。じゃあ、やっぱり国連へ

行って日本語だけでしゃべれる、日本語ネイティブの人間はやっぱりマイノリティーだか

ら、その集団の、何かそれこそさっきの一種共有した解放空間、時空間の感覚があそこでつ

くられたんではないだろうかと思いますね。 

 

司会： 

そういう意味では、日本の立場性を超えて、ニューヨークで本音ベースで議論できたとい

うのは結構あったんではないかなというのがありますね。 

 

尾上：そういうことですね。 

 

司会：ありがとうございます。次は参加者 Gさん、お願いします。 

 

参加者 G： 

ありがとうございます。さっき、質問と回答の中で、1万 5,000人集まった運動の中のコ

アメンバーが大体 20 名ぐらいというお話があったかなというふうに思うんですけれども。

恐らく、運動を前に進めていくという中では、コアメンバーといわれるメンバー、プラス、

多分いろんな形で関わられたキーパーソンの方であったりだとかという方がいらっしゃっ

たんじゃないかなというふうに推測したんですけれども。特に、この運動を前に進めてこう

いう形で達成していこうというようなところを考えたときに、そういうキーパーソンの方

であったりコアメンバーの人たちに、何か共通するようなリーダーシップの特徴みたいな

ものがあったとしたら、何かそれはどんなものだったかなというふうに思われるかなとい

うをちょっと伺ってみたいなと思ったんですけれども、いかがでしょうか。 
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つまり、もちろんコアメンバーだけで運動を前に進めていくということはできないとは

思うんですけれども、特にコミュニティ・オーガナイジングというような文脈になってくる

と、その領域にパワーを持った人であったりだとかキーになる人たちがリーダーシップを

取って前に運動を先導していくというようなところもあるんじゃないかなというふうに思

ったときに、実際何かそういう力というかを持っている人が中にいたのかどうかとか、何か

そういうことを意識されながら進めていられた方がいらっしゃったのかなというのを、ち

ょっと聞いてみたいなというふうに思いました。 

 

尾上： 

そういう意味では、障害者団体自身は、例えば DPI が一番まだ若い団体ということにな

るかも分かりませんけれども、それでも 1986年ぐらいからその 2006年の時点で、もう 20

年以上の歴史があったり、あるいは、ろうあ連盟さんが 1948年から、もう戦後からずっと

あったりとか、きょうされんとかも 1975年ぐらいからですね。だから、何だかんだいって

長年の団体の歴史があって、その中で、リーダーになっていく。そういう意味でいうと、普

段からそういう意味での団体活動に慣れているというか、社会活動に慣れている人たちが

まず一つコアとしてあって、そこに加えて、今回実行委員会形式なので、先ほど自立生活セ

ンターなんかは、もっと僕なんかよりもさらに若い世代の連中が多いので、その若い世代の

連中が、いわば中堅リーダーとして加わってという、世代を超えてコアのメンバーが作られ

ていったというのは特徴的だったかも分かりませんね。 

 

参加者 G：分かりました。ありがとうございます。 

 

参加者 A： 

今の質問をちょっとアレンジして、例えば定藤先生なんかはアメリカの組織化の方法論

なんかにかなりお詳しかったと思うんですけれども、そのいわゆるリーダーの人たちがそ

ういった方法論というんですか、そういったものを学ぶ機会とかそういったものはあった

んでしょうか。 

 

尾上： 

定藤先生との関係でいうと、私なんかはその定藤先生からの影響をやっぱりすごく受け

ているというように正直思います。さっき言ったような経歴の人間なので、学生時代は本当

に全然授業に出なかったんですよ。勉強は何一つしていなくて。ところが 1990年代に入っ

て、大阪府のバリアフリー条例を作るときに、定藤先生がその検討会の副座長になったりさ

れて、亡くなられてかつ時間もたっているから、もう時効なのであえて申しますと、検討会

の副座長ぐらいになると、検討会の何日か前に事務局が相談に来たりするんですね。だから、

委員長、副委員長のみ、部外秘みたいな資料が届けられる。まだメールとかがなかった時代、
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1990年ぐらいなので、ファクスで夜中 11時ぐらいに定藤さんが 50枚ぐらいの資料を送っ

てきて、夜中にものすごい巻き紙みたいな状態になっていました。それで、「チェックして、

何か言うべきことがあったら明日の朝、8時までに返信ください」とメッセージをもらいま

した。徹夜でそれに返してみたいなことをやりとりしながら、定藤先生のところに、大体多

いときは週に何回も打ち合わせに行ったりとかという中で。 

 ちょっとこれも笑い話みたいな話ですが、その時に定藤先生のところに呼ばれるのは、尾

上ともう一人、北野先生なんですけれども、北野先生というのは独特の時間感覚をお持ちで

いつも遅れてこられる（笑い）。大体定藤先生もそれを織り込んではるんですね。じゃあ、

北野先生はどうせ 1 時間ぐらい来ないから一緒にご飯を食べましょうと言いながら、ご飯

を食べながら、今から思えば、「尾上さん、この論文を読んだことがありますか」と。そも

そも勉強をしたことがない人間だから、研究紀要というものを見ることなんてないわけで

すよ。コピーしてもらったものを北野先生が来るまで、「尾上さん、この論文のここはね」

みたいな感じで、何かすごくぜいたくな 1 対 1 の個人授業をしてもらったという感じはあ

ります。だから、そういう意味では、私なんかはすごくそういう形で密に学ばせていただく

時間はありましたけれども、ただ、残念ながらそういう COの理論や方法論が、障害者運動

のリーダーたちに共有されているかどうかということでは、そういう回路がなかったかな

という感じがあります。 

 

司会：ありがとうございます。じゃあ参加者 Hさん、お願いします。 

 

参加者H： 

どうもありがとうございました。お話を興味深く聞かせていただきました。僕のやってい

る範囲の一つに労働組合なんかもあるわけなんですけれども。先ほどのお話の中で社会連

帯という話も出てきましたけれども、もちろん今も社会連帯機構みたいなものが存在はし

ていますけれども、労働組合が持っている社会連帯の力というのがすごく弱くなっている

ということを感じているわけです。この研究会に僕が参加している理由というのも、かつて

労働組合が持っていた社会連帯のようなものが、もう一度何か違う形でつくれないかなと

いうことをかなり気にしているわけですけれども。その中に、従来持っていたつながりでは

ない形で、新しいつながりができないかなということを常々考えているんですが。 

 先ほどのお話の中で、地方で自立するという話が幾つが事例が出たと思うんですけれど

も、例えばウイークリーマンションに住むとかという話があったと思いますけれども、そこ

で、恐らく障害の方々と全く関係がないという人と接点がたくさんあったのかなというこ

とをちょっと想像しながら伺っていたんですけれども。もし、今まで、障害ある方が全く関

係ない人たちをうまく巻き込めたことがあったのかどうかみたいな話と、巻き込めたので

あれば、例えばその巻き込んだ方々と一緒に政策要求みたいなことができたのかどうかみ

たいな話があったら伺いたいなと思ったんですけれども、いかがでしょうか。 
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尾上： 

そうですね。うまくいったということで言うと、バリアフリーの運動、大阪府の福祉のま

ちづくり条例を作るときというのは、障害者団体だけではなくて、その当時はまだ、難病団

体というのは障害者団体とは別というようにいわれていた時代、もう今から 30年以上前で

すからね、障害者団体だけじゃなくて難病団体、高齢者団体、今でいう子ども、子育ての団

体、特に母子とか父子の人たちのグループなんかに大阪府の福祉のまちづくりの会議に入

ってもらって、署名なんかをすごく手伝ってもらいました。3カ月で、4万人の署名が集ま

りました。今までいろんな、例えば養護学校義務化に反対しましょうみたいなことで街頭署

名とかいろいろやりましたけれども、そんな数が集まるということはなくて、やっぱりバリ

アフリーというのは分かりやすくて、3カ月で 4万人集まったという成功体験というのはそ

の時が初めてでした。 

 さらに、そのバリアフリーの条例ができた後、大阪府の男女共同参画のセンターがあって、

バリアフリー講座を男女共同参画センターでやられて、尾上がその講師に呼ばれて。その講

座を終了された方々たちを中心に、ベビーカーを押して電車に乗るときが大変、バスに乗る

とき本当にこけそうになって怖かったよねみたいな原体験を皆さんお持ちなので、「おんな

の目で大阪の街をつくる会」という自主的なグループを作られて、すごくバリアフリーにつ

いてのいろんな提言を障害者団体と一緒にしてくれたりということはありました。だから、

特にやっぱりバリアフリー分野は、自分自身の経験からは成功体験としては言えることか

が多いですね。 

 ただ、今でこそ障害者権利条約があり、DPI がいっているような主張というのは社会か

らは奇異な目では見られないというふうにはなってきているかなと思うんですけれども。

例えば 1980年代、90年代に、駅にエレベーターを付けてほしいというと、そんなお金はど

こから出てくるんだみたいな反論にあう。あるいは、そのエレベーターを付けたところで、

障害者がどれだけ街に出て行くんだみたいなね。どちらかというと、これも私なんかの世代

からすると、DPI の元々の主張というのは日本の社会では異端視されていた、そういうふ

うに思います。もうちょっと言えば、その当時の中心的な障害者福祉や障害者教育の中心の

人たちからすると、反乱分子のように見られていたとすら思うんですね。 

 だから、そういう意味で、例えば障害当事者の主張に応えるように、それに連帯していろ

んな労働運動が連帯したかというと、必ずしもそういえない。例えば 1970年代から施設の

中での人権侵害があって、それを障害者運動は告発するわけです。ところが、どちらかとい

うと、その当時の福祉労働者の全てじゃないですが、労働組合の主流は、その背景には貧困

な福祉状況、日本の福祉制度がある中で、まずはその労働者の処遇を改善しないことには、

その入居者の処遇も改善されないんだみたいな形で押さえ込む。その時の労働組合の理論

では、労働運動の「代替機能」という言い方で、入居者の利益を自分たちは福祉労働運動で

代替しているんだみたいな形で、どちらかというと当事者運動と労働運動は、1970 年代、
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80年代は激しく対立していた部分もあったというのが率直なところだと思います。 

 

参加者H： 

関連して、本当に小さい話なんですけれども、例えばウイークリーマンションに住むとい

うことになると、健常者の方々と一緒に混ざって住むということになるかと思いますけれ

ども、やっぱり自治会などでも一緒の活動をするというようなことも起こってくるかと思

うんですけれども。そういう場合、例えば地元の人たちの団体、いわゆる障害に全く関心が

なかった人たちとの接点というのは、もしつくられていたらどんなふうにつくられたのか、

もしくはそういうものが何かあったら教えていただきたいなと思ったんですけれども。 

 

尾上： 

ウイークリーマンションの場合は、先ほどの事例というのは、どちらかというと施設から

出るための体験的プログラムでの利用で、2週間とか 3週間ぐらいなので、ずっとその地域

住民として、そこに定住する感じじゃないのでそこまでの関係はつくれていません。今の質

問に対するお答えができるとしたら、私たちが大阪市内で最初のグループホームを 1989年

につくった時のエピソードですね。グループホームという名前すら誰も知らないような状

況で、障害者がたくさん住んでるみたいだと、町内会の役員さんが、「ここは町内会の会員

にお誘いしたほうがいいんでしょうか」と尋ねらたことがあります。「私たちはここで、地

域で暮らしているので、町内会に入りますよ」と応じました。ちょうど近くに地蔵があって

ね、その地蔵盆のような何か寄付も私たちのグループホームで出したりとか。やっぱり最初

は、ここはどういうところ？みたいなところが、1年、2年と一緒に生活する中で、そうい

う町内会でのつながりとか、あるいは、それこそちょっと思ったより早くグループホームに

帰ってきて扉を開けようと思って、介護者よりも早く障害者が帰ってきたときに、手に障害

がある状態で扉は開けにくかったりしたのを見かけた周りの人たちが開けてくれたりとか

という、そういうふうに生活レベルでのつながりというのは、結構そのグループホームなん

かではありましたね。 

 もう一つ、ハウジングとの関係でいうと、これからの 10 年の非常に大きな課題として、

この向こう 10年の間に病院や施設に留め置かれている障害者をどうやって地域に解放して

いくのかというのが非常に大きなイシューです。障害者分野で脱施設というふうにいうん

ですけれども、脱施設というのは非常に大きな課題なんですね。ところが、日本の場合、介

護とか狭い意味での福祉サービスの話だけになりがちで、でも、まずは施設や病院にずっと

留め置かれてきた、さっきの T 君にしても、例えば家を借りようと思っても、保証人すら

見つからないような状態です。だから、まずはそれこそ脱施設に責任を持たせるという意味

では、住宅の確保について、これまで行政は障害者を施設にずっと留め置いてきたんだから

住宅を保障せよという、障害者運動からのハウジンフファーストへの関わりというか関与

は、すごく重要なテーマだというふうに思っています。 
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参加者H：ありがとうございます。 

 

司会： 

参加者 Iさんどうぞ。 

 

参加者 I： 

いろいろな取り組みをされてきて、こういうふうなやり方をしたらこうなるというよう

な、ある種いろんな経験が蓄積されていると思うんですけれども。それをある程度形にして

引き継いでいくというような、その場その場の運動だけじゃなくて、そういう、ノウハウと

いうのはちょっと違うかもしれませんけれども、どうやって後継者にその本質を伝えてい

くみたいなことをされていくのかなというところを、ちょっと教えていただきたいんです

けれども。 

 

司会： 

それに関連して、尾上さん、『障害者運動のバトンをつなぐ』という話もしていただけれ

ばと思います。 

 

尾上： 

先ほどの『障害者運動のバトンをつなぐ』という本が出たのが 2016年なんですね。それ

の基になった講演とかが 2014年ぐらいでした。なぜそのタイトルで本を出そうと思ったか

というと、ちょうど 2011 年から 14 年ぐらいの間に、障害者運動の第 1 世代の人たち、リ

ーダーがばたばたばたと亡くなっていくんですね。私なんかは、どちらかというと第 2 世

代との間の 1.5 世代というのが自分の定義なんですけれども、その第 1 世代がどんどん亡

くなっていく。これで障害者運動が途絶えたら、それこそ 20世紀最後の四半世紀に一時起

きた反乱の歴史みたいなことで終わってしまうな、何とかこれは 21世紀も含めてずっと今

後も続いていく運動にしなきゃいけないという、そういう危機感はすごく今も強いです。 

 その中で、私たち DPI の中では、三澤さんが議長ということもあって三澤学校というふ

うに自分たちの中では呼んでいたんですけれども、若手リーダー育成のためのそういう講

座をやったりとか、その中で歴史や、先ほど言われた方法論みたいなことを、例えばこのと

き、実は裏でこういう調整をしたりとか、あるいはやっぱりその時に、向こうの弱いところ

をこういうふうに突いて、だからこれを勝ち取れたんだみたいなことを含めてね、いろいろ

伝えはします。ただ、若い世代への苦情や不満というよりは、やっぱりそれはそれで、限界

があるなというふうに思ったりするんですね。戦術としていろんな方法を駆使するという

のはあるけれども、じゃあその時になぜそういうふうに考えるかとか、その問題に対する構

えみたいなところは言葉だけではやっぱり伝え切れないところ。私自身のプレゼンテーシ
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ョン能力の弱さみたいなものもあるのかも分かりませんが、言葉だけではやっぱり伝え得

ないものをどういうふうに伝えるのかというのは、残されている課題かなというふうに思

っています。 

 

参加者 I： 

今なさっていることは、今の運動体だけではなくて、もう少し広くシェアできるよという

か、共有できるような形で広めていかれるということはあるんでしょうか。 

 

尾上： 

どちらかというと今は、そういう意味ではあまり表には出せない話も含めて、ちゃんとし

っかり伝えなきゃいけない、次のコアのメンバーを育てるということに注力をしなきゃい

けない状態なので、まだ、そういう広くシェアをするというふうなところまでというのは、

もう少し時間がかかるかなと思います。 

先ほど言いましたとおり、Facebookとかそういうものも使いながらという、YouTubeで

オンラインミニ講座みたいな感じで、例えば学校のバリアフリー化が義務付けになりまし

たということで、15分ぐらいのビデオ動画を私が作ったりしています。 

 自分の中では、そういう社会全体に広く伝えるための広報のためにツールは要るし、その

ためのものは既にオンライン講座とかということでちょっと意識してやってきているんで

すけれども、今お尋ねの部分、障害者運動のバトンをつなぐとかそういった部分というのは

もっと濃密な部分があり、なおかつ、じゃあそれを社会全体に広げたときに、それこそ、例

えば先ほどの障害者権利条約の幻の批准事件といわれるもの、実はこういう人があの時に

こうやって動いてくれたからあそこは止まったんだよというような、なかなか今すぐ外に

出しちゃうと逆にバッシングに遭ってしまったりする場合とかがあったりするので、みた

いなところでしょうか。 

 

参加者 I： 

分かりました。僕も、まさに整理するために、自分自身も本質と言ってみたりノウハウと

言ってみたり。でも、そのコアなところが、今話したとおりヒストリーとして語れるように

なると、さらにつなげるということでしょうね。ありがとうございます。 

 

司会： 

前から尾上さんには、実際お伝えしたり聞いたりしていることなんですが、改めてこの研

究会で伺いたいのは、やっぱり障害者運動の第 3 世代、第 4 世代というのは、サービスが

提供されて当たり前、権利が、不十分かもしれないけれども保障されて当たり前という前提

で生まれてきたり、若い頃から過ごしてきているわけですよね。そうすると、尾上さんと前

提が全く違ってしまっていて、サービスがなかったところからどうつくってくんやという、
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権利獲得運動という素地がない世代にバトンを継いでいくときに、先ほどの参加者Ｉさん

がおっしゃったコアな部分という話もあるんですが、いわゆる当たり前の前提が違うと、運

動の認識の前提が違ってしまうと、本当にバトンが継承できるのかという危機感を私自身

も持っているんですが、この部分について、最後に尾上さんにちょっと聞かせていただいて

いいでしょうか。 

 

尾上： 

はい。すごく大切な部分で、先ほど、この間のそういういろんな 1万人なり 1万 5,000人

の大衆的な規模の運動になったというのは、いろんな団体を超えてという中で、DPI 的に

は自立生活センターとか作業所の役割が大きかったという話をしました。やはり支援費に

なって、それこそ日本では、自立生活センターに関わる制度のなゆがみというのが背景にあ

ると思います。アメリカなんかだったら、自立生活センター本来の事業、ピアカウンセリン

グや、あるいは自立生活プログラムの提供であったり、それに対する助成制度があるわけで

すが、日本の場合は、そういった自立生活センターの活動そのものに対する助成がない中で

何をやっているかというと、介護派遣の事業所です。介護自身はすごく重要な事業ではある

んですが、介護派遣の事業の上がりというか、その利益の一部を使って自立生活センターを

運営するという形で財政的には成り立っている。自立生活センターが事業所を運営してい

るんだけれども、財政構造的には、事業所の上がりで何とか自立生活センターを運営すると

いう構造になってしまっているんですね。 

 というのと、あと、何もない時代から始めた人間と、もう既に一定の制度があり事業所が

あったり、あるいは事業所さえ立ち上げれば何とか生活ができ、それこそ私たちの時代だっ

たら、自分たちの事務所の家賃を払うのにも困っていたから街頭カンパをして家賃を集め

ていたような世代からすると、家賃で困ることなんてもう今はないわけですよね。だから、

そういう意味での世代のギャップとかもある中で、そういうゆがみがあるという前提で、だ

から、自立生活センターは事業所をやっているから駄目なんだということではないという

ことを、ちょっと長い前置きをした上でお話しします。先ほどの介護人派遣事業とかそこら

辺の部分をあまり時間が取れなかったので、ちょっと分かりにくい説明になってしまいま

すけれども、どちらかというと、自治体で制度を作るというのと、国レベルでの法制度化を

するというのとでは、その結果というのはやっぱり大きく違うところはあるなというのは、

自己反省を込めて思うところがあるんですね。 

 というのは、やっぱり 1980年代ぐらいから作ってきた自治体の、例えば介護人派遣事業

制度というのは、提起する私たちも、そしてその制度を設計する行政職員も、どちらも顔の

見える存在として作っていくので、その介護制度を使って、例えば自分たちのセンターをこ

う運営しながら、でも、こういう仲間を支えていくよみたいな一定の相互理解の上で成り立

っていた。サービスを提供する人、される人というよりは、みんなで一緒にこの制度を育て

ていこうみたいな感覚があったのが、やっぱり国の制度になることで、やっぱり国の法律の
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その単価の中でこういうふうに回していく。そういうことで、ある意味で事業自身が自己展

開をしていくようなところがあって、サービスの提供者と利用者みたいな形の構造に分か

れていくというのかな。元々の、自立生活センターなり自立生活運動の強みというのは、提

供する人、利用する人という、そういう、支援する側、される側というニ極構造を組み替え

ていくところに自立生活センターの本来の意味があるのが、いつの間にか、サービスを提供

する側、そして利用者みたいな構造にやっぱり組み込まれていってしまっているという感

じが否めない。だから、そういう意味で、当事者自身が横につながっていく、何ていうのか

な、機会というか必然性というのがないわけですね。 

 以前だったら、元々自治体の制度で決して十分じゃないから、自分たちでいろいろ工夫し

ながら、でも、じゃあここら辺はみんなで協力し合って、もうちょっとこの制度をこう伸ば

していこうみたいなことはできるのが、やっぱり国レベルになると、やっぱりそういうふう

なやりとりはできないから、もう何か最初から当たり前に制度ができてその範囲内でやる、

あるいはその中で、提供する側と利用者みたいな感じで、自立生活センターでサービスを提

供し利用することでエンパワメントにつながるというふうな構造になっていないところに、

やっぱり問題があるという感じがします。そういう意味では、当事者主体、当事者主権なの

か、消費者主義なのかということになる。消費者主義に巻き込まれてしまっているというか、

消費者主義を克服し得ていないというのをふまえて、これからの障害者運動にとっての非

常に大きな課題、消費者主義をどう克服していくのかというのが大きなポイントかなと思

います。 

 

司会：ありがとうございました。 


