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ｗith コロナ～新型コロナウイルス対策に万全を～ 
 

京都市内の新型コロナウイルスの新たな感染者については、９月中旬以降小康状態にありますが、

感染経路不明率が 35.０%（令和 2年９月３０日現在）と依然として高水準にあります。 

当法人の施設では、職員、職員の家族、利用者及び利用者の家族で、ＰＣＲ検査を受けられる事

例が先月８月だけで 11 件ありましたが、今月は２件と少し落ち着き、累計で 22 件となりまし

た。 

これまで当法人で幸い感染者が発生しなかったのは、徹底した感染予防対策と地域の福祉を守り

抜こうという高い使命感を持った職員の皆さんのご尽力のたまものであります。 

こうした中、８月２６日付けで、京都市保健福祉局から「障害福祉サービス事業所（通所系サー

ビス）における新型コロナウイルス感染症対応の手引き」が示されました。 

これには、「職員が PCR検査の対象となった場合は、利用者・家族に情報提供のうえ、随時の健

康観察を依頼するとともに、当該職員の検査結果が判明するまでの間は通所利用を控えるように調

整し、可能な範囲で在宅支援に切り替えてサービス提供を継続する。」と定められております。 

この規定を適用し、利用者に通所自粛を呼び掛けた事例が８月末以降実際２件ありました。 

通所自粛は、利用者やその家族の生活に大きな影響を与えますが、相手が未知のウイルスであり、

また、福祉施設のサービスの特性上、クラスター発生リスクが高いことを勘案すると、やはり万全

の対策を取る必要があります。 

今年の秋は、季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の両方が同時に大流行する「ツ

インデミック」のおそれがあります。 

どんなに対策を徹底させていても、どの施設でも感染が発生する可能性はあります。だからこそ、

ウイルスを持ち込まない予防の取組とともに、感染が発生した場合にどのような対応を取るか、そ

のために必要な備えを事前にしておくことが必要です。 

引き続き職員の皆様のご尽力をお願いします。 
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ミニ卓球バレー大会を開催します！ 
 

 今年は新型コロナウイルス感染予防対策のため、例年大きな会場で行わ

れる 6月と 12月の卓球バレー大会が中止になりました。理由は、競技そ

のものが密な状態となり、このコロナ禍では開催は難しいとの判断でし

た。 

『そもそも、卓球バレーとは？』と思われる方もいらっしゃると思いま

す。卓球バレーとは、文字通り、卓球台とピンポン球を使ってバレーのよ

うに 6 対 6 で戦うチームスポーツです。木の板のラケットで金属球の入

ったピンポン球を打ってパスを回しながら、ネット下を通過させて、相手 

コートに返球します。障がいのある人、高齢者や子どもも一緒になってプ 

レイできるのが魅力です。         

 

 
 

          

 

しかし、上記の写真のようにこれまでの形（6対 6）で

は密を避けられないため、最近は 3 対 3 で人と人の間隔

が取れるよう、隙間には小さな角材を置いて、ソーシャル

ディスタンスを確保して実施しています。6対 6よりもひ

とりの打つ数が多く大変ですが、みなさん楽しくプレイさ

れています。 

そして、大会を楽しみにされていた方も多くいらっしゃ

るため、９月末から順次多機能型で『ミニ卓球バレー大会』

を開催しています。 

ルールは、基本的には通常の卓球バレーと同じです。3人 1組のチームで 1日 4チーム、トーナメント

で戦って頂きます。また、大会をそっと見守ることをご希望の利用者さんには、得点係をお願いして、一丸

となって取り組んでいます。 

みなさんのボルテージも徐々に上がってきています。練習同様に楽しく、盛り上がる試合ができればと思

います。 

    （京都市洛南身体障害者福祉会館（多機能型事業）：岩腰 綾） 

 

 

洛南エリアＴＯＰＩＣＳ   【洛南会館（多機能型事業）】 

↑昨年の 11月の練習風景  ↑今年の練習風景 

↑これまでの卓球バレー 
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グループホームふしみ寮（鍛冶屋町） 避難訓練  
 

グループホームふしみ寮では、利用者さんが通所先から戻る夕方に

年 2回避難訓練を実施しています。2回のうち 1回は、消防署員、消

防団員の方に来ていただいて避難誘導者である世話人の動きや利用者

の動きを見てもらい、適切に動けているか、間違った行動をしていない

かを数名で観察しもらい講評をいただいています。 

例年、春と秋に実施していますが、コロナ禍の中、1回目の避難訓練

の時期がずれ 7月に行うことになりました。 

 

開始前、利用者さん自身は各部屋で待機してもらっています。事前に

避難訓練を伝えていることもあり、落ち着かない様子ですが、訓練が開

始すると動きはスムーズです。 

 

 

 

 

避難訓練の流れを説明しますと、世話人は避難訓練が始まると、火元を確認

し火災通報装置を押します。消火器で消火を行い、初期消火で鎮火し、指令本

部からの連絡に対応します。避難誘導を 1 階の利用者に声をかけ移動しても

らえる人は玄関に移動し、2 階にいる利用者を 1 階に降りるように誘導しま

す。玄関で利用者の点呼と安全確認を行い、非常持ち出し袋を持ち出し、改め

て消防署・事業所事務所に連絡し、住所・建物名・被害状況・利用者の状況を伝

え終了となります。 

世話人は避難訓練に真剣に取り組み、いざという時にも利用者の安全を確保

し対応できるように努めています。 

 

 

これとは別に、8/20（木）には、京都アニメーション放火事件の消火

活動をされた南浜消防署署員の方に来ていただき『火災から命を守る避

難』についての講演を伏見社会福祉総合センターの各事業所管理者等を

対象に実施していただきました。この事件を踏まえ『火災から命を守る

避難の指針』が策定され、避難に特化した現実的なパンフレットも作成

されております。 

講演や指針を参考にして『命を守る』をキーワードに今後の避難訓練

に生かせていきたいと思っております。 

 

（グループホーム「ふしみ寮」：西村 拓史） 

 

伏見エリアＴＯＰＩＣＳ 【グループホームふしみ寮】  
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実習生さんと一緒にコスモスを咲かせました！ 
 

 

ようやく涼しい風が吹き始めたこの頃で

すが、山科障害者授産所では一足早く一面

のコスモス畑をつくりあげました！ 

 １０日間の予定で華頂短期大学幼児教育

学科の学生の実習生さんが来られ、レクリ

エーションプログラムとして紙染めのコス

モス畑の制作を企画してくださいました。 

 

 

 

 

 

 

まずはコスモス型の半紙を思い思いの色に染めま

す。それから台紙を空の色に塗ります。実習生さんが用

意してくれたトンボを空に貼り、個性的に染まったい

ろとりどりのコスモスを順番に貼りつけて完成！                        

             

 

 

                          

 

 

実習生さんならではの新鮮なアイディアの

おかげで、利用者さんはとても楽しんで取り

組むことができました。普段の作業ではみる

ことのできない利用者さんそれぞれの個性

を発見した実りあるレクリエーションとな

りました。 

  

 

 

（京都市山科障害者授産所：林 安積） 

 

山科エリアＴＯＰＩＣＳ   【山科障害者授産所】 
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ＺＯＯＭ研修開催します 
                  らくとう初の試みです！！ 
 

基幹型支援センターの役割で、圏域の相談員に対する研修の企画、実施があります。 

コロナ禍で実施できていない状況ではありましたが、今回オンライン研修を企画しました。別紙チラシに

も載せているように、研修の目的としては、 

①相談支援専門員に必要なファシリテーション技術を学ぶ。 

②オンライン会での会議を体験する。 

③相談者の情報保障についての可能性を考える。 

 

元々は 10月 12日にらくとうが全市研修を予定したところ、大人数の研修はできないということで、講

師依頼をお願いしていた山科醍醐こどものひろばさんに、圏域の相談員対象のオンライン研修に切り替え

ていただき、再度企画を練り直すことになりました。 

 

らくとうが注目しているところとしては、③の情報保障というところです。 

聴覚障害をお持ちの方には手話通訳、視覚障害の方には点字、また肢体や言語の不自由の方には意思伝達

装置といった情報保障のツールがあります。 

③については、特に知的障害をお持ちの方に対しての説明の手段として効果的なのではないかとファシ

リテーショングラフィッカーの方に、研修中オンライン上で記録を書いて示してもらえるようにお願いし

ています。 

 

グラフィッカーさんには、昨年らくとうのケース会議に利用者さんの許可を得て講師として参加いただ

き、会議で話し合っている内容をグラフィックで書いてもらいました。文字ばかりでの会議録よりも、絵交

じりの記録のほうが理解してもらいやすい方もいらっしゃるだろうなあと実感できる経験でありましたし、

支援者の立場でも、グラフィックの記録のほうが、会議でどのような話し合いをしたのか、後日ご家族や支

援機関に説明するツールとしても効果的なのではと感じました。 

 

相談員の技術の一つとして、学びの機会になればと思います。ご興味のあるかにはぜひとも今回の研修に

ご参加いただき、感想をたくさんいただけると助かります！！ 

東部圏域以外の方でもお問い合わせていただけたらと思います。 

 

 

               （京都市東部障害者地域生活支援センター「らくとう」  山下笑子） 

 

 

 

支援センターNEWS   【支援センターらくとう】 
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【 2020 年度基幹支援センター研修事業】  

 

 

 

 

京都市東部圏域相談支援専門員研修会（第１回）  
１ 内 容  １）相談支援専門員に必要なファシリテ―ション技術を学ぶ。 

       ２）オンラインでの会議を体験する。 

       ３）相談者の情報保障についての可能性を考える。 

２ 日 時 ２０２０年１０月１２日（月）参加開始９時 30分～１０時 

                     研修時間１０時～１２時 

 （場所）  各事業所にて。 

３ 対 象  指定一般・特定相談支援事業、障害児相談支援事業を実施する、あるいは実施を

検討している事業所の管理者・相談支援専門員など。 

４ 定 員 ５０名。 

５ 講 師  村井 琢哉氏（ＮＰＯ法人 山科醍醐こどものひろば理事長） 

       三宅 正太氏（ファシリテ―ショングラフィッカー） 

６ 参加環境 ネット環境のあるＰＣ（カメラ付きなら、より参加しやすいです）。 

       メールアドレスがあること。 

       ＊事前に Zoomアプリをダウンロードするとスムーズに参加できます。 

        参考 URL: https://note.com/machigoto/n/n9444ed756a4f 

 

７ 【プログラム（予定）】 

９：３０      各事業所に参加に必要な Zoom のリンクがメールで届きます。各自「参加」ください。 

 

１０：００ Zoom研修スタート 

 

１０：０５ 研修会の説明 

 

１０：１０   参加者自己紹介 

 

１０：２０   「福祉現場におけるファシリテーション講座」 

        講師：村井さん 

１０：５０   ちょっとブレーク！ 

 

１１：００   らくとうスタッフによる模擬会議 

 

１１：２０   グループワーク 

 

１１：５０ 講評：三宅さん、村井さん 

 

１２：００   終了 

 

初 ZOOM研修！ 
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【２０２０年度基幹支援センター研修事業】  

京都市東部圏域相談支援専門員研修（第１回）受講申込書  

 
 

FAX 送信方向 

 
 

 

 

 

 

 

京都市東部障害者地域生活支援センター「らくとう」 行 

 

                    締め切り 10 月 7日（水）中にお願いします。 

事業所名 
 

 

事業所電話・FAX 電話    （       ）       FAX     （       ） 

 

【必須】メールアドレス 

 

 

＊ご記入のメールアドレスに Zoom の参加依頼メールを送信いたします。 

 

 氏 名 

申込者１ 

 

 

申込者２ 

 

 

申込者３ 

 

 

アンケート 

ご質問 ご回答 

① Zoom等のオンラインでの会議の

経験はどのくらいありますか？ 

①  １回（  ）  数回（  ） ５回以上（  ） 

 週に１回以上（  ） 

②担当者会議での司会進行の経験はどれ

くらいありますか？ 

② 

③司会進行の時、困ったことや悩みなど

あれば教えてください。 

③ 

④担当者会議における相談者への情報保

障について。取り組まれていること等あ

れば教えてください。 

④ 

⑤その他。ご質問あればお願いします。 

 

⑤ 

FAX 番号 

075-502-0084 
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社会福祉法人 京都府共同募金会さんより、感謝状を頂きました。 
 
今年も 10月 1日から、共同募金運動が実施されます。 

また、各施設で募金を集めさせていただきますので、その際にはご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（京都市山科障害者授産所：林 安積） 

 

 

 

 

 

 

共同募金とは 

共同募金は「社会福祉法」という法律をよりどころとして、国や市町村でなく、「共同募金会」 

という民間団体の活動によって行われている募金です。 

寄付金は、京都で集められたものは原則として京都で使われ、 私たちのまちの福祉活動を支えて、

誰でもが幸せに暮らせるまちづくりのために使われます。 
 

当法人の募金実績 

平成２９年度 ７５，０９３円 

平成３０年度 ４３，１８５円 

令和元年度  ３４，５７６円 
 

共同募金会よりいただいた助成金実績 

平成２９年度   ８００，０００円 いたはし学園 車両購入費助成金 

令和元年度  １，３００，０００円 ふしみ学園  車両購入費助成金  

 

                                   （本部事務局：下井修司） 


