障がいのある人とその家族が
地域の中で尊厳を保ちながら
普通の暮らしが出来るよう支援する
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新型コロナウイルス対策に万全を！
新型コロナウイルス感染が、国内外で拡大し、収束がまったく見通せない状況となって
います。
当法人においても、マスクなど衛生用品の在庫が僅少となってきていることや，収入面
においても徐々に影響が出てきておりますが、千葉県の障害者福祉施設での集団感染の例
を見るまでもなく、現状、何より重要なことは、職員、利用者さんから感染者を出さない
ことです。
既にマスク着用，手洗い・消毒の徹底，利用者送迎時の検温などの対策を実施いただい
ているところですが、日常生活においても、密閉、密集、密接場面を避けるなど、感染症
予防になお一層万全を期していただきますようお願いします。
また、発熱などのかぜ症状や倦怠感がある場合は、無理に出勤せず、早めに医療機関を
受診しましょう。

万が一職員や利用者さんから感染者が出た場合
職員や利用者さんが PCR 検査で陽性と判断された場合は、京都市保健所が施設を訪問
して、細かい聞き取り調査が行われます。濃厚接触者は、その人とどれくらいの時間、ど
れくらい近くで過ごしたか、話したかなど接触の度合いによって判断されます。濃厚接触
したと判断された職員、利用者さんは、PCR 検査の対象となります。
陽性者が出た段階で、その該当者が施設内の立ち回った場所の消毒をするように保健所
から指示があります。その場合、施設が民間の消毒業者に依頼し、消毒を行うことになり
ます。
施設の休所等についても、保健所の判断や指示に基づくことになりますが、通常当該施
設は、最大２週間程度の休所措置が取られます。
また、濃厚接触者については、仮に当初の検査結果が陰性であっても、2 週間程度の自
宅待機の指示が出ます。
上記は一般的な例ですが、当法人施設内の環境は、換気などに気をつけていてもどうし
ても密閉、密集、密接の３つの「密」が重なりやすく、濃厚接触者の範囲は自ずと広くな
ります。さらに施設休所した場合の影響は甚大です。施設休所した場合、食事や入浴など
の介助が必要な人については、感染していない職員が防護服を着るなどの対策を取って対
応することになりますが、濃厚接触者は自宅待機を命じられていることから、職員体制の
確保もままなりません。
感染者を出さない、感染を広げないためには、一人ひとりが「かからない」、「うつさな
い」対策を実践することが最も重要です。
（常務理事・本部長
1

西田

哲郎）

令和元年度第４回理事会が開催され、令和２年度予算・事業計画等が
承認されました。
令和元年度第４回理事会が、理事・監事出席の下、３月１８日（水）午後２時から、洛南身体障害者
福祉会館において開催されました。理事会では、令和２年度予算及び事業計画、就業規則等の一部改正
等について審議し、承認されました。
審議事項は次のとおりです。
①令和元年度第２次補正予算 ②令和２年度予算 ③令和２年度事業計画
④就業規則等の一部改正（扶養手当、住居手当、期末勤勉手当、特別休暇、非常勤就業規則）

３月３１日付退職発令、４月１日付人事発令
（１）退 職
ふしみ学園

副主任 井上

彩（依願退職）

生活サポートとらい

支援員 尾高 駿平（依願退職）

山科デイサービス

支援員 藤川 浩平（依願退職）

山科デイサービス

支援員 山口 諒子（依願退職）

（２）採 用
本部事務局

事務員 小幡亜友美（嘱託より）

伏見デイサービス

支援員 斎藤 元希（新卒採用）

伏見デイサービス

支援員 竹迫 綾乃（嘱託より）

伏見授産所

支援員 東中 弥生（新卒採用）

伏見授産所

支援員 岩井 良篤（嘱託より）

生活サポートとらい

支援員 井本 和真（新卒採用）

山科会館

支援員 北川

山科デイサービス

支援員 太田 友崇（新卒採用）

山科デイサービス

支援員 安那 高一（嘱託より）

山科デイサービス

支援員 原田 友和（嘱託より）

だいご学園

支援員 前田 良紀（嘱託より）

だいご学園

支援員 山岡

放課後等すてーじ

看護師 李

舞（新卒採用）

希（嘱託より）
宗佑（嘱託より）

（３）昇 任
支援センターらくとう 主 任 山下 笑子（副主任より）
あすなろ

副主任 北原 侑華（支援員より）

いたはし学園

主 任 太田 敦之（副主任より）

生活サポートほっと

副主任 泉

広恵（支援員より）

（４）異 動
支援センターらくなん 相談員 小西奈央子（山科会館より）
伏見デイサービス

支援員 大角 菜央（デイスポット楽より）

ふしみ学園

主 任 永田 憲男（やましな学園より）

ふしみ学園

支援員 久野

靖（あすなろより）

やましな学園

主 任 田中

豪（生活サポートほっとより）

山科デイサービス

支援員 林

生活サポートほっと

副主任 粟崎 宏昭（山科会館より）

デイスポット楽

副主任 八木

博美（伏見授産所より）
証（洛南授産所より）
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洛南エリアＴＯＰＩＣＳ 【洛南身障会館】
京都市洛南身体障害者福祉会館のＨＰがリニューアル
当会館を初めてご利用される方から、
「ＨＰ（ホームページ）を見たんですけども…」とお電話をいただ
くことが多くあります。
会館では多機能型事業所の他に、定期講習会や行事、貸室、マイクロバスの使用など、不特定多数の方に
利用していただくことも多いため、会館について関心をお持ちの方がホームページをご覧になる機会が多
いようです。

ご覧になる方が知りたい内容に辿りつきやすいように、大きなメニューボタンを４つ置いたり、色分けを
したり、写真を多く使ったり、これまで以上にたくさんの方にＨＰを活用していただけるようにと、4 月 1
日付けでリニューアルさせていただきました。
また、会館では利用される方にお知らせすることも多いので、ＴＯＰページを掲示板のようなデザインに
させていただきました。多機能型事業所で取り組んでいるブログにもすぐアクセスできるようにバナーを
貼りつけましたので、是非ご覧になってみてください。
平成 28 年 4 月に障害者差別解消法が施行されて、総務省が作成した「みんなの公共サイト運用ガイド
ライン」では、誰もがＨＰなどで提供される情報や機能を支障なく利用できるように合理的配慮を行う対応
を求めています。
今回のリニューアルでは、ウェブアクセシビリティへの対応が間に合っていませんが、今年度の目標とし
て、日本工業規格の「JIS X 8341-3:2016 の適合レベル AA」に準拠したホームページの構築とウェブアク
セシビリティ方針の策定を目指します。
（京都市洛南身体障害者福祉会館：三宅 智章）

3

伏見エリアＴＯＰＩＣＳ 【京都いたはし学園】
調理実習のご報告

（焼きそば作り）

２月１１日（祝・火）に暮らしに必要な生活スキルの向上を目的とした、調理実習を行いました。内容は
「焼きそば作り」で、３～４人の小グループに分かれて頂き、それぞれの班のリーダーを中心に調理や買い
出し等を班のみんなで協力し取り組んで頂きました。
普段から調理されている利用者さんは野菜の大きさを揃えることや、味付けの微調整なども手慣れた手
つきでされていましたが、普段はあまり調理をされない利用者さんも多く、職員が間に入り手順の確認やア
ドバイスを行い、調理実習を進めてもらいました。

完成後は、それぞれの班の作った焼きそばを試食し、どの班が美味しくできたかをみんなで話をしながら
楽しくいただきました。彩りや野菜の大きさ、使った材料、味付けはそれぞれの班で違っており、どの班も
美味しくできていました。
今後も楽しみながら生活スキルを向上していただけるという、このような取組を継続して実施していき
たいと思います。

（京都いたはし学園：長濱
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琴乃）

山科エリアＴＯＰＩＣＳ 【だいご学園】
新しい焼きドーナツ
世界保健機関（WHO）が新型コロナウィルス感染症について、
「パンデミック（世界的大流行）
」と３月
１１日に表明してから３週間が経ちましたが、今後も世界各地でさらに拡大すると予測されています。
学園ではメインの取引先の大学生協が春休みなので、あまり影響がないと考えられていましたが、各種イ
ベントや販売会が中止になるなど、売上も昨年に比べ落ち込みが顕著に出ています。
また、マスクや消毒液といった衛生備品も少しずつ減少しており、工夫しながらやり繰りをしていますが、
４月中には底をつくことが予想されており、取引先からの入荷の見通しも立っていません。そうした中でも、
利用者の皆さんが毎日元気に通って下さっていることは私たちの励みでもありますので、この局面を何と
かみんなで無事に乗り切っていきたいと思います。
製菓部門では、京都府の「京のはあと製品助成事業」にも採択して頂いたこともあり、専門家のご助言を
頂きながら例年以上に主力製品の焼きドーナツの試作に注力しています。国産米粉の他、太白ゴマ油やレー
ズン、甘納豆などを使用し、味、素材、食感にこだわった大人向けのプレミアム焼きドーナツが少しずつ出
来上がってきております。ふらっとやバザー、山科会館で先行販売を開始しますので、見かけられたら是非
ともご賞味ください！！
（京都市だいご学園：谷口 隆之）

だいご公園体操、だいご夜☆カフェ
昨年 11 月から始まった「だいご公園体操」。ふらっと前の公園で、雨天以外は毎週水曜日 10 時から開
催しています。公園体操とは、地域の公園などで継続して体操を行うことで健康維持や介護予防を目指すも
ので、どなたでも簡単にできる体操です。じゃんけんの「グー」と「パー」を使って、♪もしもし亀よ亀さ
んよ♪の曲に合わせてリズム良く「グー」と「パー」を入れ替える体操、足踏みをしながら「赤いもの」
「昨
日食べた食材」などお題に答える体操、太極拳のような動きをする体操などちょっと頭を使うものから有酸
素運動的なものまで、外の空気を吸いながら約 30 分伸び伸びと体を動かしています。
また、２月１４日のバレンタインデーには、醍醐いきいき市民活動センターさんと共催で、「だいご夜カ
フェ」がふらっとで行われました。ふらっとを夜開けるのは初めての試みでしたので、ワクワク気分でその
夜を迎えました。
ご来店くださったのは、ふらっとのお客様、いきセンの職員や地域の方々、だいご学園の職員など。ふら
っと特製牛すじカレーやドリンク、本日のデザートを召し上がっていただき、そのあと夜カフェの主題へ入
りました。「出会い」も夜カフェのテーマのひとつなので、まずは人との出会い＝自己紹介から始まりまし
た。そして場の空気が温まると話題は『ふらっと』へ。寺地園長のふらっとへの想い、ふらっとについての
お客様の感想や熱く胸を打つようなエールなどを聞かせていただき、皆様が『ふらっと』を成長させてくだ
さっているということをあらためて実感し、ハートに響くバレンタインデーを迎えられました。
（京都市だいご学園：井上

＜だいご公園体操＞

＜だいご夜☆カフェ＞
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礼子）

北欧研修報告⑥

【デンマーク】

デンマークについて
○

デンマークはどんな国？

ヨーロッパの北中部に位置し、大小約 500 の島で構成されて
いる国です。（ちなみに日本は 6852 とのこと！）
北欧 4 か国（デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィ
ンランド）の中では最小の国です。
首都はコペンハーゲン。コペンハーゲンからスウェーデンの
マルメは鉄道道路併用のオーレスン橋から潜る海底トンネルで
繋がっています。どちらもシェンゲン協定加盟国のため、国境
管理はあるものの、南隣接のドイツを含めて双方の国民であれば京都↔滋賀くらいの気楽さで行き来がで
きます。（※令和 2 年 3 月時点はコロナウィルス対策のため国境は閉鎖されています。）
デンマークの企業で日本にもたくさん進出しているのは、
『レゴ』、
『フライングタイガー』、
『ロイヤルコ
ペンハーゲン』等、皆さんも馴染み深いのではないでしょうか。
○

データ

人口
面積
人口密度
出世率
移民の割合
消費税
国民負担率

デンマーク
578 万人 （兵庫県と同じくらい）
4 万 3 千㎢（九州と同じくらい）
→グリーンランド等を除く
134 人/ ㎢
1.7 人
10％（周辺諸国と比較すると低い）
25％（低減税率なし）
70％

日本
1 億 2500 万人
38 万㎢
331 人/㎢
1.42 人
1.8％
10％
42％（アメリカ 33%）

※国民負担率とは：国民と企業の「税負担と社会保険料負担」の、国民所得に対する割合です。 税・保険
料は医療・介護・年金などの福祉サービスとして国民に還元されるので、国民負担が少なくなれば、その
分医療や福祉サービス利用時等の自己負担が増えることになります。

日本からデンマークは直行便で約 11 時間 20 分。
公用語はデンマーク語ですが、ほとんどの人が英語を話せます。
EU 内では比較的治安は良い方だと思います。アンデルセンの故郷でもあ
り、かわいい街並みや美しい森が多く、世界中の人々からおとぎの国と言
われています。
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○

デンマークの制度面等で印象的だったこと

・医療費無料（18 歳までの歯科矯正や不妊治療を含む）、教育費無料（全年齢）
・各種年金・社会保障制度の充実に伴い、貯金をする必要がない。
（その分積極的に消費するから経
済も好循環。）
・女性の社会進出のための制度が整っているため、男女差なく共働きが一般的。
・全職種資格制。障害福祉の支援員の多くは教員免許、レストランの店員等も全て資格取得のための
学校で学んでから資格を持って就職する。ステップアップのため、多くの人が数年おきに退職し、
上位資格取得のため新たに学校に通う。その間の休職補償は前職の退職時給料程度が保障される。
・日本でいう大卒の初任給が日本の 3 倍くらい。
（ただ、全世代間でそれほど給与所得の差がないと
のこと。）

○

デンマークで感じたこと

デンマークは世界幸福度ランキングで常に上位に入っています。出発前は各種税金がとても高いの
に何がそんなに幸福なのか？と思っていましたが、通訳の石崎氏や現地の施設訪問で職員の方にお話
を伺ううちに、自分なりに納得ができました。
それは、制度の充実から将来への不安がないという安心感や、仕事に関してはステップアップを常
態化することで前向きに就労できること、そして精神面ではとにかく『穏やかに、落ち着いて、焦ら
ない。』という心の余裕が原点にあると感じました。
その価値観は最近日本でも流行り出しているヒュッゲ（Hygge）という言葉にも表されています。
ヒュッゲとはデンマーク語でほっこりとくつろげる時間（の創設）を意味します。意識的にヒュッゲ
の時間を各個人が生活の中で作ることにより、オンオフの切り替えがしっかりなされるため生活にも
余裕ができて、制度で守られている安心感とワークライフバランスが取れた毎日が満足度に繋がって
いるのではという印象を受けました。
来月は 1 日を通して訪問した通所施設を紹介します。交流会もあり、とても楽しい訪問でした。

↑コペンハーゲンの夕方
自転車通勤の多さにびっくり

↑有名な人魚姫像…

↑かわいい街並み

（京都市洛南身体障害者福祉会館：安江 朋香）
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