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令和初のお正月は好天に恵まれましたが、皆様におかれましてはお健やかに新年を過ごしていただけま

したでしょうか。私は堺市にある初芝さんに毎年初詣に行きますが、令和になって初めてのお正月という

こともあってか例年になく人出が多く、参道には二重三重になった参拝者の列が延々と続き賑わっていま

した。 

さて、昨年の出来事を振り返ってみますと、4 月には長年の懸案であった法人名称の変更を行って「身

体」の文字を削除し「京都障害者福祉センター」に改称しました。5 月からは年号が令和に変わり、7 月

の参議院議員選挙では初めて ALS と手足がほとんど動かない脳性麻痺と言う重度障害の議員が二人誕生

し、これに伴って色々な動きが出てきました。議員活動をするための仕事上の支援と生活面の援助の両方

が求められますが、この二つは雇用政策と福祉政策となり相容れない制度で、一体的な政策展開が求めら

れることとなったため、課題としてクローズアップされることとなり今後の対応が注目されています 。 

また、秋には大きな台風が立て続けに来襲し、9 月の台風 15 号は首都圏を襲い、10 月の台風 19 号で

は千葉県で大規模な停電被害が発生し、続く台風 21 号では日本各地の河川氾濫を引き起こし甚大な洪水

被害が発生しました。これらは地球温暖化の影響とされ、今後更に大きな台風被害が予想されています。

法人では 4 月に新・災害対策マニュアルを策定して、被災時も事業が継続できるように対策をマニュアル

化しましたが、備えあれば憂い無しと申しますように、これからは万一に備えた防災訓練に重点化してい

くことが必要と考えます。 

更に地域貢献事業では各エリアや各施設で引続き活発な取り組みがなされて、新規取り組みでは、だい

ご学園喫茶【ふらっと】で毎月住民向けの相談会「ふらっと相談カフェ」の開催や喫茶前広場で地元と共

催した「だいご公園体操」が始まりましたし、東野センター内の【地域交流スポット楽】では毎月2回、

地域の皆さんに向けて「地域居場所づくり事業」が行われています。また、山科身障会館の福祉有償運送

も通院や買い物などに多数のご利用をいただいていますので、車両と担当職員を増やしてほぼ毎日運行

し、年間延べ1万人以上のご利用がありました。一方、国が進める働き方改革では、4月から年休10日以

上付与されている職員は5日間の確実な年休消化が義務化されましたので、法人では年休付与基準日を4月

1日に統一して年休制度を改善しました。また、10月に新設された特定処遇改善加算では新たな一時金を

年2回支給することとしました。 

今年は、全世代型社会保障改革が本格化される年ですが、これによって厚生年金加入の拡大や医療・福

祉の制度見直し、掛金負担の増大や給付の縮小化が進められようとしていますが、今年は東京オリンピッ

ク・パラリンピック開催年でもありますので、この大イベントをバネにより良い福祉政策が進むことを期

待したいと思います。 

今年の課題ですが、ソフト面では人事評価制度を 1 級職員にも広げたいと考えていますし、4 月からは

「同一労働同一賃金」の法施行がされ、正職員とその他の職員間

の不合理な待遇差を無くすことが義務化されますので、法人の諸

規定見直しを進めて必要な改正を行ってまいります。ハード面で

は、従前から【いたはし学園】の改築移転と狭小となっている

【伏見デイ】、【伏見授産所】の対策が必要ですが、国の報酬改

定による法人経営面の不安などがありますので更に検討していく

こととしています。 

今年も引き続き多忙な一年となることと思いますが、職員の皆さ

んの一層のご協力をお願いいたします。                      

 

編集：支援センター 
発行：本部事務局 
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交通安全エリア研修報告 
 

2019 年 12 月 13 日（金）京都府南警察署交通課より講師をお迎えし交通安全の研修をしていただき

ました。2019 年 8 月に東寺付近で大きな事故がありました。まずその事故についてのお話がありまし

た。日々送迎で通っている道なので、改めて運転時の気の緩みがいかに怖いかを感じました。 

 

< 運転での注意事項 > 

 

・夕方の運転は一番危険。見えにくくなる。暗くなる前にライト点灯！ 

・右折時の交通事故が最多。焦らずしっかり確認！ 

・危ない！ながら運転！！12/1 に携帯電話使用に対する罰則化！！！ 
 

上記の内容を中心にビデオとお話しをしていただきました。 

 

 私たちの送迎業務は、運転時に気を付けないといけない事に 

加え、利用者の方の体調にも気を配らないといけません。その 

ために、通常の運転よりも疲労が溜まりやすいです。特に夕方 

の送迎は、日中の業務が終わった後運転業務にあたる職員も多 

いと思います。安全にゆとりを持って運転に取り組むには、運 

転者も心身共に元気でいる事が大切だと思いました。研修の中 

で、心のゆとりが大切です。ゆとりがあれば確認もしっかりで 

き、判断もしやすくなる。心のゆとりを持って運転してくださ 

い。と言われました。その言葉が一番印象に残りました。その 

言葉は支援にもつながると思います。支援も運転も同じ。心の 

ゆとり、大切にしていきたいです。 

 

洛南授産所では送迎車に 

【運転も支援と同じく気遣いを】 

という標語を貼っています。 

 

ハンドルを握ると目に入る位置にあります。 

 私たちは法人の看板を背負って運転業務にあたっていますが、何よりも利用者の方の命を背負っている

事を忘れてはいけないと思いました。 

 

                        （京都市洛南障害者授産所：守道 祥代） 

 

 
 

洛南エリアＴＯＰＩＣＳ 【洛南障害者授産所】 
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「京都とっておきの芸術祭」で賞をいただきました。 

 

年号が令和に移り変わり、はやくも一年が経とうとしており

ますが、そんな年の瀬に朗報が飛び込んできました。 

令和元年１２月５日（木）から７日（土）の期間、みやこめっ

せ地下１階の日図デザイン博物館にて開催された「第２５回京

都とっておきの芸術祭」におきまして伏見授産所から応募した

作品３点のうち藤原準希さん、小林飛翔さんの作品２点が、見

事入賞を果たしました。 

 

小林飛翔さんの作品タイトルは「富嶽三十六景」其の一【神

奈川沖波裏】」で、今年はじめての出展。パソコンで北斎の下絵

を細かくトレースして、思いのままに和柄模様を色彩豊かに貼り付けております。小林さんは当施設を今年

利用されはじめたばかりの若手でしたので、まだ練習のつもりで制作した作品だったのですが、その完成度

の高さから「優秀賞」をいただくことができました。 

 

これだけでも十分驚きですが、藤原準希さんは「京都市長賞」というさらに大きな賞をいただきました。

藤原準希さんの作品タイトルは「新しい生き物（デジタル版）」。こちらも

パソコンで加工したコラージュ作品になるのですが、小林さんのとはま

た色合いが異なり、分室プログラムの手作業で作り貯めたパターン模様

をひとつずつパソコンに取り込み、画像加工して統合した規格サイズギ

リギリの、迫力あるとても大きな作品となっております。 

また今回残念ながら、グループで出した「新しい生き物（アナログ版）」

のほうは賞こそ逃しましたが、こちらも鑑賞者の目を引く素晴らしい出

来栄えでしたし、次回作に期待が持てる作品となりました。 

 

このような賞をいただく機会は滅多にありませんので、授産の他の利用者さんたちにも報告をして祝っ

ていただき、５日、６日と２グループに分かれて希望される方たちと会場まで足を運び、実際の目で受賞作

品を鑑賞してきました。 

 

 入賞されたお二人は、７日（土）ご家族とともに授賞式

にも参加され、緊張されながらも、名前を呼ばれると「は

い」と大きく返事を返し歩み出て誇らしげに賞状を受け取

り、喜びを噛みしめておられました。 

まだ分室プログラムの創作は、活動をはじめて２年目で

すが、今回の受賞で刺激をもらいましたので、グッズ販売

等、より一層力を入れて取り組んでまいりますので、ご支

援の程宜しくお願いいたします。 

 

（なお、市長賞を受賞した作品は半年間、京都府庁に貸出しとなりました。） 

        

伏見エリアＴＯＰＩＣＳ 【伏見障害者授産所】 
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（受賞作品） 
 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（京都市伏見障害者授産所：藤原 登） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「富嶽三十六景 其の一【神奈川沖波裏】」 

           
作・小林飛翔 

京都市長賞 
  

優秀賞 
    

作・藤原準希 

「新しい生き物（デジタル版）」 
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外出レクリエーションへ行ってきました！！ 
 

山科授産所では近くにオープンした「讃岐うどん 

香の川製麺」と「イオンタウン椥辻店」へ 

グループに分かれて外出しました。 

「香の川製麺」では、アツアツの茹でたてうどん 

に揚げたての天ぷらなどをのせて食べた方や、 

1 玉から 3 玉までは同じ値段なので 3 玉に 

挑戦された方など、思い思いに注文を行い、 

会食を楽しみました。 

 

 

 

「讃岐うどんはコシがあって美味しいなぁ。」、「寒い冬

に熱いうどんは美味しいわ。」、「いつもと違う雰囲気で

食事ができて楽しい！」など、喜びの声しきり。 

 

 

 

 

 

 

 

食後は「イオンタウン椥辻店」に立ち寄り、専門店な

ど色々なお店で買い物を楽しみました。 

店内の焼き立てのパンやコーヒーの美味しい香りに

誘われて、今年の授産所の話題に花を咲かせながらの

ティータイムも楽しみました。 

 

 

年の瀬の楽しい一時に、みんなも一年の疲れを癒す

事ができました。 

新しい年も、利用される方々がそれぞれに充実した

一年を送ることができるよう、職員一同、力を合わせて頑張っていきます。 

本年が皆さんにとって良い年になりますように☆ 

 

 

    （京都市山科障害者授産所：中筋 俊和） 

山科エリアＴＯＰＩＣＳ① 【山科授産所】 
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『Ｘｍａｓジャズコンサート 201９開催!!』 
                        

                         去る１２月２２日（日）、山科身障会館では 

                        Ｘｍａｓジャズコンサートを開催しました！ 

                        今年も演奏は「アドニス・ジャズ・オーケストラ」の 

皆さん。総勢１７名のメンバーで迫力ある演奏、優雅 

な演奏を奏でていただきました。 

当日雨予報でしたが最後まで雨が降ることもなく、 

山科合同福祉センター各施設の利用者さんを含む地 

域の方々が開場前から続々と集まって来られ、 

演奏開始時にはお客さんでギッシリの状態になって 

いました。 

 

 

 昨年に引き続き、ご来場いただいた方は約１００名！ 

素敵なジャズの調べに誘われて図書館の帰りに覗いて 

みられる方、「毎年楽しみにしている」と早くから 

問い合わせてくださる方などたくさんの方々にご来場 

いただき、皆様がコンサートを本当に楽しみにされて 

いたのだということを強く実感することができました。 

 

 

 

 

 

 

 演奏していただきましたアドニス・ジャズ・オーケス 

トラの皆様、本当にありがとうございました。 

この場を借りて厚く御礼申し上げます。 

そして来年も実施していただけることを熱く期待 

しております！ 

                       

 

 

 

 

 

 

（京都市山科身体障害者福祉会館：西岡 容子） 

 

 

 

【総勢１７名の壮観な演奏風景】 

【会場もギッシリ！】 

【ゲストボーカルも華を添えます】 

山科エリアＴＯＰＩＣＳ② 【山科身障会館】 
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ハビリテーションと意思決定支援 
 

☆ハビリテーションとは 

 ハビリテーションとは今持っている力を利用して、新しいスキルを身に付けることで、障がい者が日常生

活で直面する困難を防いだり、軽減したりするための支援や治療を行うことです。それに対し、リ（re）ハ

ビリテーションは何らかの理由で失った機能を少しでも元の状態に回復させようとする訓練や治療と位置

付けられており、北欧では明確に区別がされています。 

 

 

☆訪問した施設（ハビリテーリングスセンター・ヤルヴァ） 

 ストックホルム県によって運営されている医療施設で、地域の恒久的な障がいのある方（全年齢対象）に

対して、訓練、治療、相談などの業務をされています。職員は医療職、教員、心理士、ソーシャルワーカー

などがチームになって支援や治療にあたります。そして児童期であれば学校や家族、青年期は支援職員等、

生活上の支援者との連携も大切にされていました。 

 利用の流れは、小児科や精神科などの病院で診断を受け、医師からの紹介状で登録を行います。登録後は

支援プランが作成され、更新をしながら訓練を続けていき、ニーズがなくなれば一旦終了となります。登録

は終身で、必要時には再利用が可能です。 

 

 

☆支援の内容 

 見学した部署は、知的障がいのある幼児期・児童期の子どもたちが、意思決定の手段を様々なコミュニケ

ーションツールから、それぞれに最適なツールを見つけるために支援を模索する部署でした。支援方法は、

絵や写真を多用すること、コミュニケーションを補うためのマカトンサイン（※①）、PECS（※②）、部屋

の構造化など、支援内容に関しては日本とそれほど大きな違いはないと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈意思表示マット〉       〈マカトンサイン〉           <PECS> 

 

※①マカトンサイン：イギリスで考案された手話法をルーツにした、言葉だけではないコミュニケーション

の方法。世界中で使われている。（サインは世界共通） 

※②PECS：絵カード交換式コミュニケーションシステム。 

 

 

 

 

北欧研修報告③ 【スウェーデン】 
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しかし、その活用方法は日本と少し違います。スウェーデンでは障が

いのあるなしに関わらず、乳児期・幼少期から「自分の思いや希望を人

に伝える」ことを目的とした意思決定支援をとても大切にしており、ど

んなに障がいが重くても、何らかのツールで誰にでも思いを伝えられる

ように、各地のハビリテーションセンターが中心となって一律の方法で

支援が行われるということです。 

 

 

そしてそれが学校教育、児童期を過ぎれば支援機関に引き継がれます。学校教育は障がいのあるなしで区

別しないインクルージョン教育が基本です。同じクラスの児童が、障がいのあるクラスメイトとコミュニケ

ーションを取るためにマカトンサインを覚えることもあるそうです。そしてそれらの方法が大人になって

も断絶することなく引き継がれます。 

支援内容が一定で、かつ包括的に引き継がれるスタイルが、ステージが変わるタイミングでも障がい当事

者に負担が少なく、支援者が変わっても質を保てるのだろうなと感じました。 

 

☆その他、様々な便利ツール 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆おわりに 

 今月は北欧のハビリテーションという考え方と、スウェーデンの早期の意思決定支援導入について、報

告させて頂きました。 

 

 ハビリテーションについては、お恥ずかしながら今回の研修で初めてその考えと方法を知りました。こ

れまでは当たり前になんとなく総称して「リハビリ」や「訓練」という言葉で考えていましたが、そこは

区別をして、今ある力を生かすという方向から物事や支援方法を捉えると、また違うアプローチができる

のではと感じました。 

 そして早期導入される意思決定支援の方法は、当事者の方の生活のしやすさに直結していくでしょうし、

効果的に整理された支援方法や考え方はとても参考になりました。 

 

 次月はスウェーデンの就労支援について、ランチをした食堂の様子などを交えてお伝えします。こちら

もまた「日本と全く概念が違う！」と参加者で議論になりました…お楽しみに！ 

 

    （京都市洛南身体障害者福祉会館：安江 朋香） 

 

〈タイミングがわかるタイマー〉 〈温度計と服選び補助ブック〉 〈国全体で曜日は色分けされている〉 

〈近年は ipad もツールに〉 
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新年 あけましておめでとうございます！ 

さて昨年、ある事業所の方から「毎日新聞」の記事についての案内がありました。 

その記事の内容とは… 

〈優生社会を問う〉障害者施設反対、21 都道府県で 68 件 事業所任せ「把握せず」も 全国調査 

というもの。この記事を要約すると以下の通り。 

・グループホームなどの障害者施設建設に対して、住民反対などで建設地等の変更を余儀なくされたりしたケースを全

国調査。結果、少なくとも過去 5 年間に、全国 21 都道府県で計 68 件が該当。 

・反対運動が起きても事業所任せで、自治体などが対応しなかったケースが 32 件。 

・68 件の施設種別は、GH 等の入居施設が 52 件、通所施設が 17 件、障害児施設 8 件。 

・障害種別だと知的障害者や精神障害者の施設が反対の 7 割。 

・障害者差別解消法は国や自治体に対し、施設を認可する際には周辺住民の同意は求めず、住民理解を得るため

積極的に啓発活動をするように付帯決議で定めている。 

・しかし反対運動が起きた時に行政が関与すべきかどうかは、仲介すべき、仲介する必用ない、とほぼ同数で拮抗。 

 

このような問題、施設と地域間との紛争を「施設コンフリクト」と言い、住民側の当事者への関心のなさや

無理解、偏見からくる差別意識が原因となり施設建設の反対運動となって表出される軋轢の事を言います。 

最近では、東京・南青山での児童相談所開設計画や、京都市では向日市との境に救護施設の建設計画を立て

た事で地元住民の反対運動が起き、ニュースとなっていたところです。 

昨年の 5 月には、横浜市にある「モアナケア」がグループホームの建設を予定していましたが、住民側の猛

烈な反対抗議に遭い、開設日を延期。その後、説明会等を数回開かれたそうですが、話は平行線のまま折り合

いがつかず。運営法人は差別解消法によってできた市の条例による紛争解決の申立を行ったという報道もあ

りました。 

 

みなさんはこの問題を聞いて、どのように感じたでしょうか。 

率直に感じたのは、支援者と呼ばれる立場であり、やはり当事者の行き場所がなくなる事への危惧感や、地

域や社会全体に広まる優生思想への恐怖感を感じました。ただ一方で、私が障害福祉を学ぶ前はどうだった

のか、またこの仕事せず他の仕事をしていたらどうだったか。反対！と恐らく同じ感情を抱いていたかもし

れないなという、自身への恐怖も感じました。 

毎日新聞の記事には「悪意なく知らない事が偏見を生んでいる。学校教育の場など互いに接する機会を増や

す事で少しずつ社会も変わってほしい」と当事者家族の話が載っていました。知らない事が偏見を生むので

あれば、やはり私達は行政とともに地域住民に向けてその努力をしていく必要があります。 

 

ではどのような事ができるのでしょうか。 

私が所属する京都市中部障害者自立支援協議会の中では「災害支援専門部会」というものがあり、災害につ

いて課題について取り組んでいますが、今年度は、事業所として当事者・利用者とともに地域の防災訓練への

参加を推進する事を目標に活動を行っています。地域の活動に参加する事で顔が見える関わりができ、より

防災での取り組みが進んで行くのではないかと考えていますが、地域の活動に参加する事で、地域生活して

いる障害者や事業所の事を知ってもらう良い機会となるのではないか、と感じています。誰しもが必要であ

る防災訓練という地域での協働を通して、様々な人がいる事を知ってもらう素敵な方法だなと考えています。 

 

改めて、まだまだ偏見や差別がある事を痛感し、私達がやるべき事は尽きないところです。障害福祉事業所

として地域社会にどのように貢献していくのか、地域と当事者をどのようにつなげていくのか、安心した生

活をどのように実現していくのか。その事が私達の一つの指針にあるようにも感じています。 

今年度も様々な課題がありますが、支援センター一丸となって支援にあたりたいと思いますので、皆さまど

うぞよろしくお願い致します。 

京都市中部障害者地域生活支援センター「らくなん」：大塚秀樹 
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※当日喫茶コーナーは休業させて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

「新年祝賀の集い 
     ＆ 餅つき大会」 
 

日 時：令和 2 年 1 月 12 日（日） 

13:00～15:30（受付 12:15～） 

場 所：洛南身体障害者福祉会館 

１階 ロビー 

第 1部  新年祝賀の集い 

・年頭のあいさつ 

・大道芸 （八房 陽香氏） 

第 2部  餅つき大会 

 
 
 
 

 

 

 

  
 

   

前売券：￥１,０００－（「ぜんざい・お雑煮・お餅」引換券＋おみやげ） 

当日券：￥３００－（「ぜんざい・お雑煮・お餅」引換券） 

〔お問合わせ〕京都市洛南身体障害者福祉会館ＴＥＬ：０７５－６９１－２４６８ 

～前売りチケット販売は、令和 ２年 1 月 10 日（金）まで～ 

★餅つき大会チケット販売中★ 
 

 


