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[PR]【無料】見たい動画がすぐに見つかる！ダウンロードも簡単！どこでも持ち出せる！【最強動画ソフト】

第３号発行：２００４年１０月２５日

赤ちゃんからお年寄りまで、障碍があってもなくても、地域生活を楽しく、安心して最期
までおくれるまちづくりを進めるためを語らい合う場として「まんまる福祉ＤＥ座談会in
美浜」を開催しました。第１回まんまる福祉ＤＥ座談会in美浜は７月２５日、奥田公民館
にて、開催しました。参加者は２５名、スタッフ１５名、託児利用者１０名でした。はじめ
に、ヘルパーステーションNEO事業紹介後、ミニ講演会として、「美浜で地域生活をは
じめたワケ」と題し、チャレンジド理事長辻直哉から話しがありました。会場との意見交
換、座談会にて参加者から意見を求めました。「当事者の声を聴き、サービスに反映する大切さを」学ぶことが
できました。
第２回まんまる福祉ＤＥ座談会in美浜は、９月１９日に同じく、奥田公民館にて行いまし
た。参加者は２２名、スタッフ１０名、託児利用者５名でした。はじめに、生活まるごと支
援サービス・福祉移送サービスの説明後、講師にＮＰＯ法人ゆめじろう理事長出口晋
氏を迎え、「ホームヘルプサービスで地域生活を支える― 身近で安心な、サービスを
利用者と事業所で創るために」と題し、講演会を開催しました。会場との意見交換会を
通し、ホームヘルプサービスを「利用者と事業所、行政とで」使えるサービスに育てるた
めに、「私」ができることを、学ぶことができました。美浜町に「ＮＰＯ法人チャレンジド」
が根付くように、この座談会を１つの核として、継続実施していきたいと考えています。今後は「他事業所と行
政」の協働の中で「当事者や家族の想いが反映される、生活支援事業所づくり、まちづくり」を進めていきましょ
う。

廣野勝彦さん
●はじめまして。美浜町に住む、廣野勝彦（脳性麻痺）です。「かっちゃん」の愛称でよんで
ね！平日は、学校に通うため、三河一宮に下宿をしています。地域生活のよいところは，好
きな時間で好きな事ができます。また，自由に外出や外泊できます。家族と一緒に住む事
できます。(僕は一人暮らしにも満足しています)。デメリットはお袋さんがまるで、娘のような
心配しています。普通の若者にいたいのです。ヘルパー派遣が無くしたら、一人暮らしがで
きません。ヘルパ派遣制度がなくなったら、と思うと恐い！！行政(美浜町)に喝入れたい。
みんなさんはどう思っていますか？美浜町には日本福祉大学が、ありますので、福祉が進
んでいると思いますが、現実は、全く逆です。美浜の福祉が遅れています。支援費の支給
決定時間が少なめで利用する事業所が１つしかありませんでした。大学の先生たちは美浜
町の福祉にあまり、関わってくれません。学生さんは名古屋にヘルパーバイトに行ってしまいます。これでは，
美浜町に日本福祉大がある意味はないと思います。チャレンジドできたおかげで行政との掛橋になりそうでうれ
しい。これからは美浜町に住む、住民と学生の事を考えて欲しい。例えば、支援できる時間を増やすとか憩い
場所を作って下さい。町と話し合いたい、また、観光に力を入れてと僕は感じます。いや！これからは福祉に力
に入れて欲しいと願う。最後に、ＡＪＵ自立の家（名古屋）と関係を話します。高校時代にが夏休みのプログラム
に行きました。高校３年生の時はわだちコンピューターハウスに行きました。最初は衝撃的だった。今まで、母
親や官等の作った作業所を見て来ました。ここでは当事者の意向になっています。サマリアハウスは一度に行
ったらワクワクしています。イベントは盛り上がりはすごい！チャレンジドは美浜町のＡＪＵ自立の家（名古屋）に
なって欲しい。楽しいイベントを開催して欲しい。(鍋パーティー等)，サラリアハウスみたいNeoに毎週に行って
います。美浜町の障害者は「親に先に死ぬ方がよい」と言う人が多いかなと「僕」が思う。「親に先に死ぬ事だ」
と思うない様にみんなと一緒に福祉を変えよう。
後、野間灯台にカップルが掛ける、南京鍵（なんきんじょう）の様に、ヘルパーと利用者との良い関係を結ぶて
欲しい。辻さんが美浜町に来てくれて本当によかった。本当にありがとうございます。最後に，合言葉になって
欲しい。「当事者の声を聞け！！」
最後まで、読んでありがとうございます。優しい彼女募集中！！m(̲̲)m飲み仲間募集中！！

【英国の障碍者の地域生活を学ぶ。】
後半、５日間は、メインとなる研修先への訪問で、３日間、レオナード・チェッシャー財団の本部、チェッシャーホ
ーム、デイセンターにて、障碍当事者やスタッフから話を伺いました。イギリスでも障碍者の地域生活支援に対
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して、財源不足や地域間格差、交通機関や建物のアクセスの悪さなど、日本と比
べて決して先を進んでいるとは言えず、厳しい状況の中で、必死に試行錯誤して
いるといった印象を受けました。その中で、「行政と民間団体がいかにパートナー
シップをつくっていくか」、「キャンペーン（運動）をいかに市民をまきこんで、組織
的・計画的に政治に訴えていくか」、「施設化にならない運営とは」、といった積極
的な取り組みから、新たに学ぶところがたくさんありました。第１・２回の通信でも
報告させていただいておりましたが、イギリスＮＥＯの３人（石川、土肥、辻）は、介
助者の中山雅恵さん、通訳の林早苗さん、アドバイザーの丸山一郎先生ととも
に、８月１７日（火）〜３０日（月）までの１４日間の日程で、ダスキン障害者リーダ
ー育成海外研修派遣事業にて、研修を行い無事帰国することができました！今回は、帰国のあいさつをかね
て、盛りだくさんな研修の様子を簡単にご報告致します。

【英国文化に触れる。】
ロンドンの街を散策し、気候や食べ物、交通、言葉の違う人々や文化に触れ、イギリスでの生活を体験すること
に重点を置きました。バスや列車、タクシーを活用し、度々のトラブルを楽しみつつ、大英博物館、バッキンガム
宮殿、ロンドン・アイ、ウインザー城などを訪問しました。次いで、RNIB Vocational College（視覚碍害者の職業
訓練専門学校）では、地域の一般学校に通うための教育支援と地元の雇用主と連携した就労支援を、ＲＮＩＢ
(イギリスを代表する視覚障害者の団体）では、各種情報提供やアドバイス、教育・雇用、余暇、リハビリテーシ
ョンなど幅広いサービス提供とともに、障害理解のための啓発活動や国の政策に影響を与えるような運動が
「視碍障害者のための団体」から「視覚碍害者の団体」（forからof）へと焦点を転換して、当事者主体で行われ
ていたことが印象的でした。

【おわりに】
今回の研修で学んだことや研修先で出会った人との関係を大事にし、NEOの研修
をきっかけに、今後、日本とイギリスの地域福祉を発展させていく架け橋になれる
よう、多くの人たちと一緒にがんばっていきたいと思っています。＊研修の詳しい報
告書を写真入りで作成しましたので、ぜひごらんになってください。（いしかわあさ
み）

障害当事者を無視する愛知県社会福祉審議会のあり方について抗
議（報告）
以下の経緯にて、「愛知重度障害者団体連絡協議会（事務局長：辻直哉）」を中心に、座り込みにて、抗議活動
を行いました。皆さんはどのようにお考えになりますか？
４月２８日に開催された愛知県社会福祉審議会において、「愛知県立コロニーのあり方についての議論は、非
公開とする」旨が採決されました。このことは、障害当事者の参画を否定したものであり、現代の流れと大きく逆
行するものです。「障害者に関することは、障害当事者の意見を尊重し、障害当事者に任せるべきです。」国内
だけでなく、世界各国でもこのような考え方に基づき、障害当事者団体の承認を経て、政策決定がなされてい
ます。 すなわち、愛知県社会福祉審議会自体について、障害当事者の委員が入っていないことから、障害当
事者の意見が反映されることは、非常に乏しく、障害者に関することを、協議決定する資格はなく、今回の採決
について無効であるといえます。そこで、チャレンジドでは、「当事者をあり方研究会！公開に！」２回の交渉を
したが、受け入れられず、７月２６日に、愛知県健康福祉部長室前と、県庁前にて座り込みで抗議を１４時間に
わたり決行致しました。翌日には、健康福祉部長との話し合いを持ち、「団体でのヒアリング」をしていくというこ
とになりました。今年度中には、「中間まとめ」が出て、愛知県コロニーのあり方に多少なりとの進展がみえそう
です。

「生活支援ネットワーク愛知」とは、障碍を持つ人々をサポートする、生活支援事
業者や障碍者とその家族からなる、ネットワークです。ハンディがあってもなくて
も、赤ちゃんから、お年寄りまで、が生き生きと暮らせる街づくりを進める団体で
す。以下の５つの事業を行います。近日中にＮＰＯ法人格を取得する予定です。
●情報収集・発信事業
●研修事業
●地域啓発事業
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●研究事業
●障害当事者活動支援事業
チャレンジドは「研究事業」を担当し、事務局員として、常勤スタッフの藤垣が関わっています。
今後の予定としては
１１月４日 第１回研究会 「グランドデザイン（案）の学習会：」（半田市）
１１月１７・１８日 研修会 「マネジメントセミナー」（常滑市）
１１月２３日 巡回フォーラム「福祉の街づくりフォーラムＩＮ春日井」（春日井市）
詳細につきましては、事務局までお問い合わせ下さい。
「ネットワーク型の組織」と、「一つの生活支援事業者」として、チャレンジドなりの信念を持ち、活動に関わり、展
開していきます。皆様のご理解を！

緊急特集！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）
制度改正に係る主要な検討事項

Ⅰ．現行の制度的課題の解決を図るための政策群 １ 市町村を中心と
するサービス提供体制
・福祉サービスの提供に関する都道府県事務の市町村移譲と支援体制の確立
・障害保健福祉サービスの計画的な整備
(事務所のつぶやき：美浜町の行政の方が相談業務をできるのか？ 広域で取り組むことになるか、委託され
る)
・各障害共通の効果的・効率的な事務執行体制の整備
・障害者等に対する国民の正しい理解を深める国の取り組み

２ 効果的・効率的なサービス利用の促進・重層的な障害者相談支援体制の
確立
・支援の必要度に係る各サービス共通の尺度
・ケアマネジメント制度の導入と支給決定プロセスの透明化
・人材の確保と資質の向上
(事務所のつぶやき：美浜町の「障害計画」は今年度はありません。「数値目標」の入った計画をみんなでつくり
ましょう。)

３ 公平な費用負担と配分
・福祉・医療サービスに係る利用者負担の見直し
・国費による地域差の調整機能

Ⅱ．新たな障害保健福祉施策体系を構築するための政策群
１ 障害保健福祉サービス体系の再編
・総合的な自立支援システムの体系化
・障害者の施設、事業体系や設置者、事業者用件の見直し
(事務所のつぶやき：ＮＰＯ法人が、授産施設が設置可能となるようです。)
・権利擁護の促進とサービスの質の評価
・新たなサービス体系に適合した報酬体系の導入
(事務所のつぶやき：１２月のクリスマスに単価の引き下げ案発表！？事業所も経営困難に・・・。)

２ ライフステージに応じたサービス提供
・障害児施設、事業のサービス体系の見直し
・雇用施策と連携のとれたプログラムに基づく就労支援の実施
(事務所のつぶやき：障碍者雇用って、教科書通りにいかないもだな。)
・極めて重度の障害者に対するサービスの確保
(事務所のつぶやき：「重度って」なんだろう！？ 狭間で生きる、障碍者が生活困難に。)

３ 良質な精神医療の効率的な提供
・精神病床の機能分化の促進と地域医療体制の整備
・入院患者の適切な処遇の確保
・精神医療の透明性の向上

Ⅲ．介護保険制度との関係の整理
・１２月中に結論を出す。
「ノーマライゼーションな社会の実現」「自己選択・自己決定」という高い理想を掲げた、支援費制
度はなくなる？！

★今！当事者自身が声を出して！行きましょう！！
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●この気になる木は、知多奥田駅の近くにある。２０Ｍくらいの美浜の街の中では、
一番高い木なのです。私が学生の時、いつも気になっていた２本の木なのです。
●ヘルパーステーションＮＥＯが立ち上がり、６ヵ月が、過ぎ、法人設立からは、１年
が経とうとしています。ここまでこれたのも、チャレンジドの趣旨の賛同して下さる、
皆様のお陰であります。最近は、ようやく地域の皆様とのつながりもひろがりまし
て、若い職員にアドバイスを頂き、地域に根ざしていこうとしています。
●目を、国の動きに向けてみますと、１０月１２日に厚生労働省から「今後の障害保
健福祉施策について（グランドデザイン案）」が出されました。「福祉も医療も応益的
負担の導入」「支援費支給決定の審査会の導入」「ケアマネジメントの導入」「市町
村への権限委譲」「介護保険の活用」と、支援費制度の理念であった「自己選択・自
己決定」と「ノーマライゼーション社会の実現」とは、少し、離れた理念を掲げはじめています。また、これから
は、「数値目標の入った、障害福祉計画」を自治体ごとに、創る必要が出てきます。その働きかけも、チャレンジ
ドとして進めてまいります。 ●「ヘルパーステーションＮＥＯの経営」と「社会福祉運動」の２つの両立は大変で
すが、職員の平均年齢２５、２歳の柔かい頭でこなしていきたいです。
●あの、２本の木も、お互い助け合って生きているのでしょう。１本が枯れたら、ひょっとして、もうひとつの木も
倒れるのかもしれない。人も、支え合って生きているのです。「自助・共助・公助」のうち、「公助」の芽が枯れ始
めている昨今の情勢の中、ＮＰＯ法人チャレンジドが「生活まるごと支援サービス」を使いやすいサービスにし
て、美浜の「共助」の一端に役だてばと考えています。その実績でもって、美浜町の「公助」の部分に働きかけら
れたらといいですね。（文：創風）
[ぽこ・あ・ぽこ：一歩一歩、あゆんでいこう！一つ一つ、進めていこうの意]
会計報告

７月〜９月

平成１６年7月決算
通信費
交通費
印刷代
消耗品費
保険料
ガス代
講師派遣料
電気代
会議費
設備費
会費
水道代
給料
助成金
住宅費
合計
平成１６年８月決算
通信費
消耗品費
菓子折
交通費
税金
図書費
正会員費
光熱費
会場費
車両代
住宅費
電気料
支援費
設備費
助成金
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収入

支出

残高

支出

残高

24062
15418
1660
20041
11160
1850
2680
4627
4300
20000

13000

10000
1130
351842
500000
523000

48105
530995

収入
15767
3790
1050
10058
12450
6600
2500
1765
1680
4250
48105
2573
2195280
25810
150000
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自己負担金
給料
合計
平成１６年９月決算
通信費
交通費
消耗品費
講師派遣代
ガス代
正会員費
自己負担
給料
支援費
電気費
家賃
講師派遣代
印刷費
座談会飲食費
税金
合計

1050
1735516
1869414

2348830
収入

支出

残高

7670
18689
26518
61400
1680
7500
2700
638324
1414530

1486130

4243
48105
61400
2450
1759
45580
85641

チャレっ子通信へ
チャレンジド・トップページへ
ワーキングホリデーを簡単比較！

日本最大級の雑誌オンライン書店

介護・医療・美容の資格を取る！

留学エージェントを≪厳選比較≫！ワーホ
リ資料をまとめて請求♪

定期購読は最大７０％ＯＦＦ！３０００誌以
上取扱い。送料無料も多数有

たった１分でラクラク無料資料請求♪人気
資格講座をしっかり比較！

Fujisan.co.jp

www.Sikatoru.com

www.ryugaku-seikatsu.net

スポンサーサイト

[PR] 交通事故 石川県 住宅 株取引 オーダーカーテン アクシス ハワイ オプショナルツアー 伊豆高原 不動産 伊豆 不動産 松浦
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