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第 5 期障害福祉計画に向けて
陸上 100ｍで桐生選手が 9.98 秒の日本記録を

第 5 期での対応が必要になります。GH は平成 24

達成しました。夢の 9 秒台です、すごい時代がや

年度の整備率では全国の下から 2 番目でした。平

ってきました。桐生選手はしっかり目標を立てて

成 28 年度では少し順位が上がりましたが、まだ

努力しましたが、あなたなら 100ｍを「頑張って

まだ下から数えたほうが早いでしょう。

走る」
「より早く走る」
「9 秒台で走る」どの目標
がわかりやすいですか。

愛知県全体

昨今立てられる〇〇計画というのは具体的な
数値目標が立てられます。
「頑張りましょう」
「頑
張ります」という情緒的な目標もありますが、こ
れだけでは何をどれだけ頑張るのか目に見えま
せん。発達障がいの方で大きな不安と混乱に陥る
人がいるかもしれません。計画はゴールがはっき
りと見える方が安心ですね。

（時間／月）

GH
（人）

訪問系

施設入所
（人）

平成
18 年

計画

181,887

1,240

実績

188,090

1,261

平成
24 年

計画

350,032

2,821

4,297

実績

360,907

3,089

4,497

平成
28 年

計画

500,170

4,382

4,114

実績

468,618

4,591

4,329

市町において今年は第 5 期障害福祉計画（平成
30 年から平成 32 年）を立てる年に当たります。

愛知県では GH が施設入所を追い越しました。し

平成 18 年から始まり 3 年ごとに区切り、
もう第 5

かし施設入所を減らしていくことが目標ですの

期になりました。計画通りに進んでいるでしょう

で、これは達成できていません。また、施設間移

か。訪問系サービス、グループホーム（GH）で

動や死亡も多いので地域移行はわずかと思われ

は、右表の通りです。地域生活支援サービスはい

ます。どんな手立てをするとうまくいくのでしょ

ずれも大きく（十分かどうかは分かりませんが）

うか、悩ましいです。

伸びました。訪問系では、平成 28 年は伸びては

さて、第 5 期計画では障害児支援の計画が加わ

いるものの実績が計画に追いつきませんでした。

りました。いままでなかったことが不思議なこと

計画が大きすぎたというよりはヘルパー不足と

ですが、4 項目について、計画が立てられます。

考える方が正しい気がします。深刻な問題なので

① 児童発達支援センターを各市町村に少なくと
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「主に重症心身障害児を支援する児童発達支援

② 保育所等訪問支援を利用できる体制を各市町
村で構築

事業所、放課後等デイサービスを各市町村に少な
くとも 1 か所確保」「医療的ケア児支援の協議の

③ 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援

場（各都道府県、各圏域、各市町村）の設置（平

事業所、放課後等デイサービスを各市町村に

成 30 年度末まで）」が障害児支援の提供体制の

少なくとも 1 か所確保

整備等として新たな項目が挙げられました。

④ 医療的ケア児支援の協議の場（各都道府県、
各圏域、各市町村）の設置

現在、知多半島圏域の施設の現場職員の方々は
肢体不自由児の受け入れや医療的ケア児の支援

子どもたちはチャンスがあれば必ず学んでい

等、必要なことを、先進的に実施しています。

きます。適正な支援を受ければ間違いなく成長し

知多半島圏域では医療的ケア児が通う場は限

ます。どの町でも○○町（市）で生まれてよかっ

られた箇所になっています。そのため、今後の知

たねという声が聞かれるように、地域のどこを切

多半島圏域の施設の支援、会議での意見交換や市

っても充実した金太郎あめになるように、障害福

町の動向を伺うことが必要です。

祉計画策定会議をみんなで盛り上げましょう。
［ 三宅 和人 ］

肢体不自由児の受け入れは進みつつありま
す。特に肢体不自由児の受け入れに関しては各
市町が環境の工夫等を行いながら、現場の保育

障害児等療育支援事業

士の方々が日々、試行錯誤し、肢体不自由児の
生活を確保しつつあります。

私が障害児等療育支援事業（以下本事業）を担

そこで本事業として、肢体不自由児の支援をフ

当して、もう 2 年 6 カ月…。先回に引き続き、
「光

ォローすることをねらいに、「肢体不自由児の発

陰矢のごとし」です。

達支援」という研修をシリーズ化し、昨年度から

本事業の大きなねらいは、知多半島圏域の障が

実施しております。今年度は研修参加事業所から

いのある子どもへの療育、保育の底上げや、その

事例を出していただき、講師の理学療法士から、

家族の子育て支援です。保育園、幼稚園、療育施

子どもの特徴、支援の方法について、助言をいた

設、障害者通所施設等に講師を派遣し、支援者向

だくといった内容にしました。

けの研修の企画、知多半島圏域保護者向けの研修

研修の対象者は知多半島圏域の事業所や保育

の企画、保護者の方々とのグループワークが主な

園、療育施設です。日々、肢体不自由児の子ども

内容になります。

達の支援に力を入れて、実践されています。

知多半島圏域における課題はいくつかありま

事例は画像と資料をもとに、現場の職員の方々

すが、大きな課題としては、医療的ケアが必要な

から普段の様子を伺い、講師と支援方法のやりと

子ども（以下医療的ケア児）、肢体不自由のある

りをして、進められました。

子ども（肢体不自由児）のフォローです。
平成 28 年に「障害者の日常生活及び社会生活

それぞれの事例について、具体的な支援の方法
や支援のヒントが講師から現場の支援者の方々

を総合的に支援するための法律及び児童福祉法

への助言がされました。それぞれの施設で、今後、

の一部を改正する法律」が公布され、「第５期障

肢体不自由児の支援につながる研修だったので

害福祉計画に係る国の基本指針の見直しについ

はと感じています。

て」において、平成 32 年度までに「児童発達支

研修中に、講師から「肢体不自由だからといっ

援センターを各市町村に少なくとも 1 か所設置」

た視点ではなく、子ども。」「支援の主役は保育
士。リハビリスタッフは子どもがその活動を、よ
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りやりやすくなるよう、支援することが大切。」

支援の機会を設け、対応させていただくことが主

等のご意見がありました。保育士にとってみる

な職場定着支援となりますが、その他に“働き続

と、肢体不自由児の関わりについて、迷うことが

けるために”を目的とした、在職者交流会支援を

あり、リハビリスタッフに頼ることが主であると

おこなっております。ワークでは「きんろうかん

考えがちですが、保育士の専門性として、「子ど

しゃの会」と称し、月に 1 回を目安として活動し

もが楽しく過ごせる場をつくること」の大切さを

ています。

改めて感じる言葉でした。合わせて、保育士、リ

学生生活を送る頃は、周囲には同級生がいて、

ハビリスタッフが連携を取り、子どもを中心とし

校内で会話をしたり、部活動で共に汗を流したり、

た支援を作り上げることの大切さを感じさせる

休日には一緒に遊ぶこともあったと思います。し

ものでした。

かし、就職すると、周囲には同級生はおらず、上

研修の振り返りでは今後も続けてもらいたい
等のご意見をいただきました。
肢体不自由児、医療的ケア児の施設や支援はす

司・先輩に囲まれ仕事をすることになります。上
司・先輩と終業後に一緒に食事に行くこと、休日
に一緒に外出する等の機会がある方は少なく、さ

ぐにできあがるものではありません。今後も本事

らには同級生とは休日が合わない等の理由から、

業として、知多半島圏域の肢体不自由児、医療的

会う機会も減ってしまい、交友関係が希薄になっ

ケア児の療育、保育のフォローを引き続き行って

てしまう方が多いようです。そこで、在職者交流

いきたいと思います。

会「きんろうかんしゃの会」に参加いただき、自

またそれは現場職員だけ、本事業の担当者だけ

身と同様に会社で働く仲間と交流していただく

で、築き上げることは難しいと思います。地域の

ことで、仕事を続けていく上での意欲の向上につ

方々にご協力をいただきながら、肢体不自由児、

ながっていくのではないかと考えています。

医療的ケア児の生活が築き上げられるものと思
います。

きんろうかんしゃの会の活動は、“働き続ける
ため”に必要なテーマを取り上げ、勉強会を開催

今後も地域の方々からご協力をお願いするか
と思いますので、何卒よろしくお願い致します！
［ 植田 哲志 ］

したり、ボウリング・カラオケ・バーベキュー・
日帰りバス旅行等のイベントを企画・開催します。
基本的には会の運営は参加するメンバーが担い、
ワークはサポート役となります。「会社でこんな

就業・生活支援センター ワーク

ことがあって悩んでいる。皆さんはどうしていま
すか？」
「〇〇〇してみたい・行ってみたい」
「店

ワークでは、障がいのある方々に対して、①就職

に電話をして予約を入れよう」「会費は〇〇〇円

に向けた相談・支援、②職場定着に向けた相談・

にしよう」「案内チラシを作成しよう」等、メン

支援、③就業に伴う社会生活・日常生活に関する

バー同士で話し合います。一人では経験しづらい

相談・支援をおこなっております。現在、登録者

ことも交流会の活動を通して経験ができたたり、

の約 70％は在職者となり、職場定着に向けた相

活動を通して知り合い、連絡先を交換し、休日に

談・支援の必要性は年々増加しています。

一緒に遊ぶようになったり、社会生活を送る上で

職場定着に向けた支援といえば、職場内での相

の幅が広がっていく様子、仲間から刺激を受ける

談・支援をイメージされる方が多いのではないで

様子、そして、そこから得たエネルギーが職場で

しょうか？実態として、仕事に関する・仕事に影

の働きに繋がり、会社の戦力となっていく様子を

響する課題等が発生した際に、職場内外で相談・

感じとることができ、私自身も「仕事」と「生活」
のバランスや両面が充実していることの重要性、
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ワークが「就業・生活支援センター」として求め

することなく、事業を進めさせていただくことが

られている役割を改めて認識させていただける

できました。東浦町障がい者相談支援センターは

ような活動となっています。

3 名、阿久比町障がい者相談支援センターは 2 名

現在のメンバーの目標は、参加メンバーを増や

の相談員が配置されており、相談業務の経験値に

すことです。最近では 10 名～20 名で活動するこ

おいては様々ではあるものの、各種研修にはでき

とが多く、さらに活気のある活動にしていくため

るだけ交替で参加し、少人数のチームだからこそ

に、新たなメンバーを募集しています。会社で働

可能な、参加した研修を振り返りながら共有する

く皆さん、ぜひ一緒に活動しませんか？

ことや、日々いただく相談から派生した課題につ

［ 藤井 明美 ］

いて、解決するための話し合いを重ねながら、相
談員個々の相談援助技術を、お互いに高めていく
ことができるよう、日々心がけ取り組んでいます。
地域の方々からいただく相談件数も徐々に増え
てきており、地域の方に少しずつですが、新しい
相談支援センターの名前や機能を、知っていただ
きつつあるように感じております。これからもた
だ知名度を上げるだけでなく、少しでも地域の
方々のお役に立てるよう、日々努力していく所存
でございます。
もうひとつ新体制となるのが、東浦町および阿
久比町それぞれの協議会（以下自立支援協議会）
です。それぞれの自立支援協議会は、障害福祉サ
ービスのことについて、障がいがある子どものそ
れぞれのライフステージにおける支援について、
障害がある方の権利擁護について、精神障害があ
る方の地域生活について．
．．等、国や県より課題
提起された事項のみならず、日々の相談支援から
見えてきたそれぞれの地域課題について等、地域
のいろいろな立場の人が委員となり、それぞれの
立場で忌憚ない意見を交わし、住みやすい地域と

昨年度の日帰りバス旅行の様子（天橋立）

なるように協議し、課題について各町の福祉計画
に反映していくことを目的としています。課題別

東浦町障がい者相談支援センター
阿久比町障がい者相談支援センター

の専門部会は昨年度からの継続課題もあり、すで
に動き出してますが、東浦町および阿久比町それ
ぞれの“新制”自立支援協議会は、準備を重ねな

今年度から新しい体制で始まった、東浦町障が
い者相談支援センターおよび阿久比町障がい者

がら近日第 1 回目の会議を開催します。
一歩ずつですが地に足をつけ、地盤を固めなが

相談支援センターの開設から半年が経ちました。

ら歩んだ半年間。東浦町障がい者相談支援センタ

手探り状態で始めた事項も少なからずありまし

ーおよび、阿久比町障がい者相談支援センターは、

たが、大きな失敗やご迷惑を地域の方々におかけ

まだまだ至らぬ点は多々ありますが発展途上の
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段階です。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしく

メンバー全員で相談・協力しあいながら作り上げ

お願い致します。

ていく経験をすることができたのではないかと
［ 増田 幸史 ］

思います。
また 9 月に入ってからではありましたが、イン

らいふ直接支援

ターンシップの学生さんも来たりと、この夏はい
ろいろな方とかかわる機会や、お盆の活動、昼食

1 年の中で一番長い夏休みが終わりました。
夏の暑さが和らぎ、これからは台風の時期でもあ
り、寒暖の差が大きくなる季節でもあります。体
調など崩されないようお過ごしください。
放課後等デイサービスの夏休みの活動の様子

作りがあったりと、様々な経験をしてもらうこと
ができたのではないと思います。
10 月からは後期のプログラムとなり、月に 1
週、就職トレーニングセンターでのプログラムも
予定しています。それに向けて、スタッフ自身も

を紹介させていただきます。

学ぶことが多く、子どもたちの成長につなげてい

夏休みは、土曜日だけでなく、お盆の期間もお楽

けるようにしたいと思います。
［ 川口 由美子 ］

しみ行事を設定し、希望に合わせて、楽しく活動
に参加していただきました。
お盆の期間は、通常の曜日固定のメンバーではな
く、その日集まったメンバーと協力・分担しなが
ら、自分たちの昼食を作り、普段はなかなか会わ
ないメンバーと楽しく活動をおこないました。
講師の方をお呼びして、ロールケーキを作るプ
ログラムでは、多くの方が希望されました。参加
したメンバーは、講師の先生のお話を聞きながら、
自分の好みのフルーツを入れたロールケーキを

運動クラブふぃっと

作り、「上手にできたよ！」とお迎えにこられた
ご家族に嬉しそうに報告する姿も見られました。

今年の夏も暑い日が続きましたね。10 月に入り、

講師の先生から、ケーキを巻いていく作業が難し

日が沈むのが早くなった、朝晩が肌寒くなったと

く、上手にできるか心配ですと伺っていたのです

感じる今日この頃です。

が、そんな心配を吹き飛ばし、どのメンバーもス

8 月のふぃっとはお休みのため、9 月のふぃっ

ムーズに巻くことがでました。先生からとても上

とは実に 2 ヶ月振りの活動になりました。毎月活

手にできていたと言ってもらえて、自信にもつな

動を行っているのが習慣化しているので、2 ヶ月

がったのではないかと思います。

空いただけでも、メンバーさん、ボランティアさ

そのほかに、日本福祉大学の学生さんが授業の
一環で、企画したクレープ作りのプログラムを行
ってもらうこともありました。

んに会うのが、とても久しぶりだなあと感じなが
らの活動になりました。
9 月に入ってもまだまだ体育館の中は暑いので、

買い物から作るところまで、学生さん主導のもと、

休憩を多めに取り活動をしました。写真はふぃっ

プログラムを組み立ててもらいました。買い物で

とで毎回最後のプログラムとして行っているパ

は予算のなかから、担当に分かれ買う物を探しに

ラバルーンの様子です。パラバルーンではみんな

行ったり、トッピングを自分たちで決めたりと、

がバタバタとバルーンを動かすため、バルーンの
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まわりは風が強く、暑い体育館内もとても涼しく

－自分で選ぶ生き方の実現を願って－

編集後記

なります。まさに天然のクーラーです。この時ば
かりは皆さんバルーンの近くに積極的に来てく

前号から編集担当になりました、知多地域障害

ださいます。やはりこの時期は涼しいところはと

者就業・生活支援センター「ワーク」の安井孝嗣

ても気持ちが良いです。

です。らいふ在籍 7 年目です。

運動クラブふぃっとでは、年 1 回ボランティア

「知多の暮らしを結ぶ」の発刊にあたり、各事

さん向けの勉強会を実施しており、今年度は 7 月

業から掲載する記事を集め、編集作業をおこない

1 日に開催されました。今回のテーマは、
「自閉症

ます。どのようなレイアウトにしようか等、迷い

の方とのお付き合いのヒント」と「自閉症の方の

ながら新人編集担当なりに、まずは 98・99 号を

褒め方、叱り方」の２つです。新しくボランティ

発刊することができました。

アに来てくださる方が多い中で、ふぃっとの活動

改めて、らいふが多機能型の事業所であるから

の中でのヒントになればと思い、お伝えさせてい

こそ、色彩豊かな機関誌となることに魅力を感じ

ただきました。自閉症の方の疑似体験もして頂き、

ながら、今後も地域の方々にらいふ各事業の活動

わからない言葉を言われ続ける気持ちのしんど

内容等を発信していきたいと思います。

さや、手先の不器用さなど初めてわかったとのお
言葉を頂きました。

次号はいよいよ記念すべき 100 号となります。
さぁ、どんな内容になるでしょうか。お楽しみに。

今後もボランティアの方々と一緒に意見交換
をしながら、楽しく活動を作っていきたいです。

ボランティア募集

よろしくお願いいたします。
☆今後のふぃっとの活動予定になります☆
第一土曜日での活動になりますので、お時間に
余裕がある方、活動に興味がある方はぜひご参加
をお待ちしております。

知的障がいのある仲間たちと一緒に体を動
かして楽しみませんか？
リズム体操や、パラバルーンなど、みんな
で楽しめるプログラムになっています。
また年に 1～2 回、お出かけのプログラム

6

11 月 4 日

第一土曜日

7

12 月 2 日

第一土曜日

8

2月3日

第一土曜日

9

3月3日

第一土曜日

を予定しています。
（TEL）0562‐34‐6293
（E-mail）life-neco@aikouen.jp
（担当）矢野・袴田

［ 袴田 純平 ］

職員募集
共に働く仲間を求めています！
詳しくはホームページをご確認ください
http://www.aikouen.jp/
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