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S 君バスに乗る
佐藤広則（取材・文）
四国の松山市で５月にあったＤＰＩの会議に出席し
た S 君は、「いよてつバス」という市内を走る路線
バスにとても感動した。
停留所で車いすに乗って待っていると、停車した
バスの運転手が、行き先を確認してスロープを引っ
張り出して車いすを乗車させて４つの車輪を車輪止め
で固定して、１分ちょっとで出発したのだ。
帰ってきた S 君は、それでは青森市のバスはどう
なっているのかなと、ある日、事務所の最寄りの停
留所から「市営バス」に乗ってみることにした。
時刻表の右側に車いすマークがついている時間を
確認して、その時間に停留所で待っていると、バス
はちゃんと停まってくれて、運転手はスロープを引っ
張り出して車いすを乗車させてくれたが、バスが出
発するまでに１０分もかかった。「いよてつバス」だ
と車輪の４箇所に車輪止めをするだけですぐに出発
したのに、「市営バス」は運転手が慣れない様子で
説明書を見ながら、車輪の４箇所をベルトで固定を
して、更にシートベルトまでかけてくれたから時間が
かかったのだ。乗客からは「今は時間があるから良
かったけど、時間がないときに車いすに乗られると
ね…」などと囁やかれる始末だ。
S 君は「乗客の方に迷惑をかけて申し訳なかっ
た」という気持ちでいっぱいのようだが、それを気
にしていたら障害者はやっていけないよ、と筆者は
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思 う。帰 り
のバスは始
発 か らで、
客は S 君と
介助者だけ
だったの に
「こ れ、車
いす 対応の
車 両じゃな
い ん だ よ
ね」と、運
転手がわかりやすい嘘をいう。S 君が「ついてます
よね」と、バスについている車いすマークを指差す
とこんどは、「古いタイプのバスだからスロープが出
るかどうかわかんないよ」といいながら、いかにも
やりたくなさそうなのだが、作業の手際もスロープが
出るのもけっこうスムーズなのだった。
気持ちよく「乗せてあげましょう」といえない理
由は何だったのでしょう。
めげずに S 君は、これからも「市営バス」にたく
さん乗って、
「市営バス」が「いよてつバス」のような、
車いすでもいつでもどこでも乗り降りしやすいバスに
なるように、運転手やバス会社によろしくお願いして
いく所存である。
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大型電動車いすで

DPI 日本会議 総会 in 松山
今回、５月２９日から６月１日までＤＰＩ日本会議総会ｉ
ｎ松山に出席してきた。
私は、松山までは一昨年に購入した大型電動車いす
で初めて行ってみようと考えており、それに向けての交
渉もする期間も作るといった理由でも、正月が明けてす
ぐの時期に早めにＪＡＬダイナミックパッケージで購入し
た。ＪＡＬ側と様々な交渉した結果、大型電動車いすが入
れるような入れ方（チルトをし、横倒しをして搬入）を編
み出し、当日にその搬入方法で搭載することで完全に一
致した。それは、１月末の段階で話が終わった。
その話をもとに、スロープタイプのタクシーに乗れるか
どうかを試して、あらゆる準備を進めていった。結果的
に、タクシーには入らないことが判明し、介助者が助手
席に私を座らせ、電動車いすだけを後ろに乗せるという
ことで、青森空港までの移動手段も確保していった。
しかし、話が変わったのは５月９日だった。私が再度の
確認をＪＡＬ側にお願いをしたが、確認結果に驚いた。
「大型電動車いすは、搭載できない」とのことだった。理
由は、重さの問題だった。これまで、一度も重さの問題に
関しては話が上がっていなかった。ＪＡＬ側からこのよう
な説明を受けた。
「今までは、重さの事は一切考えていな
かった。サイズは入るが、横倒しをするだけの人手がいな
い。各空港に対し、その人員が確保できるかどうかの調
整を行ってもらっており、結果
を待っている段階だ。」と。その
結果が数日後に来た。
「羽田空
港と松山空港の荷物搭載担当
者の人員は確保できるが、青森
空港に関しては人員が確保で
きるかどうかは保留している
が、我々から『再検討するよう
に』と指示を出している。」との
連絡が来た。
５月１７日、
「青森空港側から
の回答が返ってきた。青森空港
側からは、
『人員の確保を調整し、なんとかする』との回
答だった。」とＪＡＬ側から聞いて、大型電動車いすで行
けることになり、怒涛の１０日間交渉が終了して、無事に
四国・松山市に到着した。
私が宿泊したのは２階だった。エレベーターを降り
て、左側は宴会場で、右側が客室だった。客室の前に２
段ほどの大きな段差があった。段差を乗り越えられない
とフロントに介助者に伝えに行ってもらい、しばらくして
２階に上がってきたフロント担当者は「少々お待ちくだ

に行ってきた

さい」と言い残し、フロントに戻ってしまった。５分ほどし
てから、先程のフロント担当者が戻ってきて、
「エレベー
ターの左側から回り道をしてください」
と言われ、確認す
ると確かにスロープが存在した。私たちが周りを確認し
なかったのが大きな原因だと思うが、車いす対応客室が
あるフロアで車いすのお客さんを対応したことがないの
かなと感じてしまっ
た。
総会の前に松山の
歴 史的な文化 財の１
つである愛媛県庁本
館に見学に行った。そ
こで案内していただ
いた藤岡倫子様、本当
にありがとうございま
した。とても、勉強に
なりました。
総会の内容は、主
に差別解消法の改正
愛媛県庁本館
のことについてのお
話だった。
総会が終わって帰るために、松山空港のＪＡＬカウン
ターの前に行ったら、そこのカウンターの担当者は、車
いすの利用者が来ることを知
らなかったみたいで焦りが顔
に滲んでいた。
前々からこちらの車いすの
情報をＪＡＬにＦＡＸで伝えて
いて、ＪＡＬ側からも『各空港
に情報を伝えておく』という返
答をあったのに、なぜ大型の
電動車いすの利用者が来るこ
とが、肝心のカウンターにまで
伝わっていなかったのか、納得
できないながら、以前に空港
の担当者に送ったはずの情報を、改めて全てお伝えし、
ようやく状況が理解できたみたいで、その後の対応はス
ムーズだった。
車いす ＝ アルミパイプの手動の車いすだけではいと
いうことを紙面からではあるが、強く伝えていきたいと
思う。
今回、私の旅に協力してくださった皆様、本当にありが
とうございました。
白戸 駿平
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全国自立生活センター協議会総会ｉｎ仙台
６月２４日から２６日までの日程で、全国自立生活セン
ター協議会総会ｉｎ仙台に行ってきた。今年度も昨年度
同様に仙台市中小企業活性化センターの大ホールで開催
された。
初日は、障害者総合支援法の制
度改正の部分やバリアフリー法の
改正に関する情勢報告などがあっ
た。
その中では、今年１０月から始ま
る勤続１０年の介護職員に対する
特別処遇改善加算についてのお話
や、加算額が今までと比べて、どのく
らい増えるのかといったお話があっ
た。
その後のお話では、金沢医王病
院に入院されていた、筋ジストロフィー患者の方２名を自
立させようと奮闘したお話は、大変興味深いなと感じた
が、話の途中で２名の方が志半ばで逝去されてしまった
と聞いたときは、思わず泣きそうになってしまった。
３０
年以上病院に入院されている方々が、病院から抜け出す
ことがどれだけ大変なことなのかを思い知ることがで
き、自分が一人暮らしできている現状を感謝しないとい
けないなと感じた。
２日目も、午前中は性差別に関して考えるグループワー

外出企画

はれやまへ行こう！！

今回は初の試みで、
『いつも出前を取っている食堂に食
べに行ってみよう !!!』
ということで、青森駅西口にある
「は
れやま食堂」
さんにお邪魔しに行きました。
地元でも人気のお店でいつも混んでいるので、開店時
間に合わせて入店。
入口に段差はあるものの、介助者一人
いれば電動でも上げれる程度で、店内もテーブル席は高さ
も丁度良く、お店の方も急遽車椅子の集団が行ったにも
関わらず嫌な顔もせず快く対応してくださいました。
料理はいつも美味しいのですが、お店で食べると待ってい
る間の匂いまで美味しくてみんな満腹満足だったようです。
ー参加者の感想ー
・しょうが焼き定食のご飯を大盛りにしようとしましたが、
やっぱ無理だと思い普通盛りにしました。
食べ終わり約
３０秒くらい休憩、その後Ｏさんから親子丼を少しもら
い ( 卵とじ肉なしほぼご飯 ) を食べ、腹一杯食べ幸せで
した。
・はれやまはバラ焼き定食の半ご飯を頼んだのですが、お
なか一杯になってしまって、
でもおいしかったです。

クがあった。
午後の中でも印象的だったのは特別支援学
校の廃止に関する是非を問う会場全体への質問だった。
多くの障害者が廃止賛成に回る中で、私は廃止反対に回
った。
私は、普通学級で７年間を過
ごした後に特別支援学校に転校し
た。両方とも経験しているが、それ
ぞれの良い点、良くない点があると
思うからこそ、簡単に廃止に賛成で
きないなと感じた。
良い点としては、
障害への理解が十分にあること。
その子の障害の程度に応じた教育
がなされている事が挙げられると
思っている。
良くない点としては、世
間が狭くなってしまうことや馴れ合
いが生まれてしまう事が挙げられると思っている。
夜には、北海道・東北ブロックの交流会があった。
とて
も有意義で楽しい時間となった。
これからは、こういった
交流会があれば、
進んで参加してみようと思った。
３日目は、総会が開催された。
総会で、前年度決算の報
告や今年度の予算についての説明がなされた。
全体を通してみると、色々と考えさせられる課題や問
題、事柄についてのお話があり、自分自身でもっと勉強し
なければならないなと感じた。
（白戸 駿平）

花見の報告
場所 合浦公園
今年はあえて連休の混
んでいる雰囲気を味わいま
しょうということで、平日で
はなく連休ど真ん中の 5/2
にお花見を開催しました。
朝から小雨が降ったりや
んだり不安定ではありましたが、なんとかお
花見をすることは出来ました。
ただ、風がと
にかく強くて !!! 一口しか食べてない焼きそ
ばを飛ばされたり、砂埃が酷くて口や目に
入ったりとトラブルはあったものの、お目当
てのものを食べ楽しい会話でお花見を堪能
することが出来たようです。
花見の感想
◆ 風があって肌寒かった日でしたが雨に当たらず、公園で
花見が出来てとっても食べ物がおいしく楽しい時間でした。
◆ 職員さんと最初に着き、準備をしてみんなが来るのを待
ってました ( 小雨でした ) 江畑さんと一緒に見て回って、
食べ物を買って腹一杯食べて幸せでした。
◆ 花見は風が強く寒く大変でした。
私は焼きそばと焼き鳥
を買ったんですが、風が強くて一口しか食べてないうち
に飛ばされてしまい、ジュースのボトルのふたも飛ばさ
れて半分しか飲まないうちに飛ばされてしまいました。
さんざんな１日でした。
◆ 強風でせっかくの買った食べ物が飛んで残念でした。
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うららマルシェ

６/７（金）うららマルシェに参加しました。うららマ
ルシェは様々な事業所の作ったものを、青森市役所
駅前庁舎で販売する期間限定のイベントです。
とまとのブースでは１０時〜１４時の５時間で販売
が行われ、私は１２時〜１３時にお手伝いさせていた
だきました。ちょうどお昼時で、庁舎で働く人やお年
寄りで賑っていました。お洒落なバッグや小物を持っ
た方々が髪ゴムやピアスを買ってくださいました。
また、熱心にコースターを見てくださったお客さん
もいました。単価が高いものでも売れていたのがとて
も印象に残りました。買う人の好みによるところは大
きいでしょうが、丁寧に作ったものは、高くても売れるということなのかなと思いました。とまと全体の売り上
げは８,８００円という結果になり、みんな喜んでいました。とまと製品がもっともっと認めてもらえるととても
嬉しいなと思いました。
（蒔苗 紬）
第２
２回

市民みんながボランティア

2019「しんまちふれあい広場」のお知らせ
日時 ８月２５日
（日）１１：００〜１４：３０
場所 新町商店街
内容 スタジオとまとでは、昨年同様フリーマー
ケットとボッチャ体験コーナーを実施予定。
全体としては、各団体におけるＰＲ活動、
ＹＯＳ
AKOＩ・ねぶた囃子・流し踊りなどといった催
し物を予定しています。

８月のスタジオとまと予定
２日（金）～７日（水）
ねぶた祭りによる交通混雑
のため１６時終了
３日（土） 開所日・シュミ活

急募！
車いすで暮らす私たちの
介助者募集：男性限定
施設でなく地域で暮らす私たちの介助者
（ホームヘルパー）
を募集しています。
朝起きる・ご飯を食べる・着替える・出
かける・トイレ・風呂・寝る など、生活
をしていくうえで必要な介助が仕事になり
ます。
介護の資格がない方ＯＫ。
資格はある
が実務経験がない方歓迎。
不規則な勤務で
すが、年収は初年度で２００万円超
（昨年度
実績、
決して怪しい会社ではありません）
。
詳しくはお問い合わせください。

１０日（土）～１３日（火） お盆休み
２５日（日） 新町ふれあい広場

あおもり２４
（０１７－７６１－２７４５ 佐藤）

編集後記

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
■風呂が大嫌いである。でも頑張って週に２回 ■ポケ活３年目に突入！レアポケＧｅｔを目指し
入ります。
（広）
ます！（注）私はガチ勢ではありません。
悪し
■５月に祖父が亡くなり、人の生死について深
からず。
（Ｍ）
く考えさせられる毎日です。
（s.s.）
■そのうちガラケー使えなくなる……スマホ苦
■推しのアニメ映画を観る為に片道２時間ド
手。ガラケー、いやピッチ、いやポケベルでい
ライブをする週末を２ヶ月続けてました。
いっす！（Ｎ）
ガソリン代 がハンパ なかったけど悔 いな ■５月、茄子を 2 本植えました。何個収穫でき
し！！（竹）
るかな？紫の花がとても綺麗です。(Ａ)

