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～新型コロナウイルス～第８波に最大級の警戒を～ 

 

11/21(月)～11/27(日)の市内の新規感染者数は、5,292 名で、１箇月前の 10/24(月)～

10/30(日)の 2,147 名から大幅に増加、１週間前の 11/14(月)～11/20(日)の 4,237 名から

＋1，055 名と、5 週連続で感染者数は増加し、病床使用率も 46.9％まで上昇しております。 

流行第８波入りしたみられる中、これまでのように特定の変異株や派生型に置き換わるのではな

く、XBB や BQ などオミクロン株の派生型が次々と出現し、かつ複数の派生型が併存している状

況にあります。 

同時流行が懸念されているインフルエンザは、現時点で全国的に低レベルにありますが、これか

ら年末にかけて、人と人との接触機会が増える時期、改めて感染防止対策の徹底とワクチン接種な

どの予防対策が重要となります。 

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 11 月は、11 件（10 月：5 件）で、累計で 312 件となりました。 

職員の皆さんにおかれましては、引き続き、マスク、手洗い、距離確保、密の回避、こまめで十

分な換気など、日々の感染対策、利用者、職員の健康状態の把握など基本的な対策の継続をお願い

します。  

 
 

京都市内の感染者数（日別） 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

京都市：新型コロナウイルス感染症 最新の動向 (kyoto.lg.jp) 
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令和５年度から京都市うずまさ学園及び京都市太秦障害者デ 

イサービスセンターの指定管理を担うことになりました 
 
昨年１０月、右京区社会福祉協議会会長が当法人本部を訪問され、「右京区社協が指定管理者で

あるうずまさ学園・太秦障害者デイサービスセンターでは、今期の指定管理期間（平成２９年度～

令和４年度）において，４年連続の赤字となっており、次期指定管理者には応募しない方針である。  

円滑な引継ぎが必要であり，次期指定管理者に応募してもらえないか。」との相談，依頼があり

ました。 

これを受けて、法人内部で慎重に検討し、 

（１）法人にとって中長期的にみれば，運営する指定管理施設が増えることは，新たな設備投資

を行うことなく事業規模を拡大できるメリットがある。 

（２）新たな人員配置体制加算の取得や適切な人員配置，送迎をはじめとするサービスの充実に

より，早ければ移管初年度から施設の収支は改善できる見込みがある。 

（３）現運営法人と競争するのでなく，依頼を受けて応募するものであり，社会福祉法人として

の役割を果たすことができる。 

との判断に至りました。 

 

令和４年３月開催の理事会で決議のうえ、５月に指定管理者申請書類を市に提出、１１月２日

の京都市会９月定例会最終本会議で、当法人がうずまさ学園・太秦障害者デイサービスセンター

の指定管理者となる議案が全会一致で議決され、令和５年４月から６年間、両施設の指定管理を

担うことが決定しました。 

当法人のこれまで培ってきた施設運営のノウハウを最大限発揮し、利用者さん、ご家族の皆様

はもとより、職員の皆さんにも当法人に運営が移管されて良かったと実感いただける施設づくり

に全力で取り組んでまいります。 

 

※施設の概要 

（１）名 称 京都市うずまさ学園，京都市太秦障害者デイサービスセンター 

（２）所在地 京都市右京区太秦森ヶ前町 21－10（地下鉄太秦天神川駅徒歩３分） 

      施設面積 １，６８４㎡（鉄筋コンクリート造３階建て） 

（３）開所年月日 平成１４年４月 （設置主体 京都市） 

（４）定 員 うずまさ学園（多機能型）生活介護３０名、就労支援Ｂ型３０名 

      太秦障害者デイサービスセンター  ２０名 
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京都府民間社会福祉施設職員共済会 

長期在会会員として２名が受賞 
 

一般社団法人 京都府民間社会福祉施設職員共済会長期在会会員の表彰式が、１１月２日（水）

にホテルオークラ京都で執り行われ、長年にわたる社会福祉事業への貢献に対して、当法人から２

名の職員が表彰されました。 

 

３０年表彰 関 裕士さん（山科障害者デイサービスセンター） 

〃   塚本 太一郎さん（デイスポット楽） 

 

御受賞誠におめでとうございます。 

皆様の益々のご活躍を祈念いたします。 
 

 

 

 

京都市介護職員等永年勤続表彰として１０名が受賞 
 

京都市では、介護職員等の人材確保に資することを目的に，長年にわたり障害者支援や高齢者介

護の職務に精励している介護職員等に感謝の意を表し，永年勤続者として表彰される制度が昨年度

に新設されました。 

当法人からは、今年度１０名の職員が表彰され、１１月２８日（月）に京都市役所本庁舎で表彰

式が執り行われました。 

表彰された方は次の皆さんです。 

 

中川 茂樹さん（洛南障害者デイサービスセンターあすなろ） 

畑谷 宏幸さん（伏見障害者デイサービスセンター） 

森   良徳さん（グループホームふしみ寮 ） 

足立 倫一さん（いたはし学園） 

辻   和夫さん（やましな学園） 

栁澤 康博さん（やましな学園） 

若野 千佳さん（やましな学園） 

小西 ゆきさん（だいご学園） 

松本 奈々さん （生活サポートセンターほっと） 

神田 十九美さん（共同ホームあんど） 

                                                   

御受賞誠におめでとうございます。 

皆様の益々のご活躍を祈念いたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

（本部事務局） 
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地域ふれあい秋祭りの開催  

  

 11 月 3 日（木・祝日）に晴天の下、「地域ふれあい秋祭り」を開催しました。 

新型コロナウイルスの影響で 3 年連続、「地域ふれあい夏まつり」の会館行事が中止になりまし

たが、感染予防対策を徹底し、今回「地域ふれあい秋祭り」として開催することができました。 

  

ブースは、ステージ、防災体験コーナー、スポーツ体験コーナー、販売コーナーを設けました。 

 

ステージでは、オーシャンゼリゼ音楽隊のバンド

演奏で始まり、洛陽児童館の和太鼓演奏、ダンス、

最後に京都市手話学習会「みみずく」の活動紹介が

行われました。演奏に合わせて手拍子や歌を唄い、

楽しまれておられました。 

 

 

防災体験コーナーでは洛南エリアの災害対策委員会で簡易トイレの

展示、紙食器作りコーナー、クイズコーナーを設け、簡易トイレの見学

や、紙食器作り、クイズに挑戦されていました。 

 

 

スポーツ体験では、ボッチャと卓球バレーを体験して頂きました。初

体験の方も多く、障害者スポーツを知って頂く良い機会になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏祭りを縮小した秋祭りとなりましたが、当日は思ってた

以上の人出で賑わいました。 

 

 最後になりましたが、ご来場頂いた地域の皆様に感謝する

とともに、当法人の事業所からも出品、出店頂き、祭りを大

いに盛り上げて頂きました。この場をお借りし厚く御礼申し

上げます。 

（洛南身体障害者福祉会館：大西 里美） 

洛南エリアＴＯＰＩＣＳ  【洛南身体障害者福祉会館】 
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およそ２年ぶりの外出レクリエーションへ 
 

伏見デイサービスセンターでは、本来春と秋の 2 回に分

けて外出レクリエーションを行っています。しかしながら

新型コロナウイルス感染症の流行により 2020 年度から

はイベントの自粛を余儀なくされていました。 

こうした状況の中、何とか利用者さんに楽しんで頂きた

いと、当法人のだいご学園が経営する「カフェ＆ショップ

ふらっと」でランチを楽しむというレクリエーションを計

画しました。 

  

5月末から 6月中旬にかけて参加アンケート

を行った結果、約 8 割の利用者さんが参加を希

望されました。 

自粛が続きなかなか外に出かける機会がな

かったため、今回のレクリエーションは皆さん

とても楽しみにされていました。 

コロナウイルスの感染状況を見ながらの実

施となりましたが、7/26～9/21 までの期間

で全員参加することができました。 

  

店内では、カレーやパスタなど豊富なメニューが沢山あり、

選ぶ事が「悩ましい…」という場面がありましたが、選択さ

れたメニューが届くと「おいしい！」と完食されていました。 

レジ前や店内入口にはパンやドーナツなどの販売もされ

ており、ご家族や自分のお土産にと「どれにしようかな～」

と悩みながら購入され、とても嬉しそうでした。 

 

 

コロナ禍でのレクリエーションでしたが、感染症対策をし

っかり行う事ができ、利用者さん皆さんに安心して参加して

頂く事ができました。またとても楽しんで頂き、大成功の行

事となりました。 
（※写真を撮る時だけマスクを外して頂いています。） 

 

  

 （伏見障害者デイサービスセンター：齊藤 元希） 

 

伏見エリアＴＯＰＩＣＳ 【伏見障害者デイサービスセンター】 
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「車いす貸出し」事業、好評です  
 

山科身体障害者福祉会館では、車い

すを必要とする方どなた様にも、車い

すを無料で貸出ししています。貸出し

の期間は最大 1 ヶ月となっています。 

 

年々、利用希望や問い合わせが増え

ており、地域の方からの認知度が高ま

ってきているように感じています。 

 

車いす利用の理由は様々で、「いつも

車いすが必要なわけではないけど、お

出かけの時などに歩くのは大変」、「骨

折や足の怪我で通学のために必要にな

った」、などの声がよく聞かれます。 

最近では、コロナ禍の影響から「ワクチン接種を受けに行く時に歩行が困難になった高齢者を乗

せていきたい」と借りに来られる方であったり、会館 4 階にある図書館での選書の時に、「高齢の

ため歩行器を利用しているが、歩行器での移動はつらい」という理由から、奥様が車いすを介助し

ながら図書館を楽しんでおられるという利用方法で借りられる方もいます。 

また春と秋の行楽シーズンになると、「車いすを借りておばあちゃん（おじいちゃん）と○○に

お出かけするんです」と借りに来られる方もあり、その時には一挙に 10 台近く貸出しすることも

あります。 

 どのような理由であっても「車いすが無料で借りられるのでとても助かっている」、「ゆっくり移

動ができるので、外出が楽しくなった。うれしい。」というお声を頂いています。 

 

区役所や病院からの案内や紹介であったり、「◯◯さんに聞いたんやけど」と借りられた方から

の口コミであったり、コンスタントにご利用依頼の問い合わせがあります。その事から貸出しにつ

ながっており、地域の方に広く利用して頂いているなと感じています。 

 

初めて車イスをお使いになられる方もおられるため、貸出し時には、車いすの基本的な操作手順

をわかりやすく丁寧に説明しています。 

これからも地域の方の「お困り解消・お出かけの足」としてお役に立てればと思っています。 

ご利用希望の方は、下記までご連絡ください。 

 

●◯山科身体障害者福祉会館の連絡先●◯ 

 電話   ：０７５-５９１-８８２１ 

 ファックス：０７５-５９１-８８３１ 

 メール  ：y-kaikan@kyofc.or.jp 

    （京都市山科身体障害者福祉会館：西岡 容子） 
 

 

山科エリアＴＯＰＩＣＳ   【山科身体障害者福祉会館】 
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「寝た子を起こすな！ではなく、 

１０代になれば寝た子も起きます！」 
 

「SNS で出会った知らないおじさんとカラオケに行っている。おごってもらっているから大丈夫。」、

「知らない人と H をして妊娠してしまった…。」、「彼女をトイレに呼んで●●してもらっている。でも

彼女嫌がる時があるんですけど、なんでなのか分からないですよ」、「高等部の時に妊娠させて中絶した事

がある。」等、相談を受ける中で、性にまつわる出来事を伺う事は少なくありません。 

性に関する課題。生活上の事としてとても大切な部分であるにも関わらず、「性教育」という部分におい

て遅々として進んでいない現状があります。また相談員としてどうしたらいいのだろうか…と非常に悩む

事が多い内容となります。 

そのような悩みを中部自立支援協議会 運営会議で相談する中で、「ごの事に詳しい人、話題提供ができ

る方を呼んで話しを聞いてみよう！」という事となり、１０/２０（木）の運営会議で、話題提供として講

師を招き、理解を深める場として議論を行いました。 

  

この「寝た子を起こす…」というタイトルは、講師である「清水一美」さんの一言になります。正確には

「おかしな事いってんじゃないよ。寝た子は、いつかは起きるんですよ！」と。 

  

 清水さんは助産師であり音羽病院 産婦人科に勤めながら、「開業助産師」としてフリーで性教育に関す

る活動を行っておられる方になります。山科区にある支援センター「らくとう」のケースでも性被害に遭う

ケースが多く、被害にあった方のサポートとして清水さんに協力を仰ぐ事があります。 

その清水さんから、これまでの様々なケースや文献での資料も取り上げて頂きながら、下記の点について

話題提供頂きました。 

・国際的な指針「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」では、年齢に応じ、その文化にあった形で身につ

ける事で性行動が慎重化しリスクが減る事が示されている。５歳からの取り組みが推奨されているが、生殖

や身体に関する事だけではなく、社会的な規範の是非、差別や暴力、ジェンダー、性を安全に楽しみ権利等

の内容がある。 

・大阪のある支援学校では「自分が知りたいと思う」事をアンケートした。「性への関心」が多く、「性」

についての事を自分達で調べ、まとめ、発表し、共有するという事に取り組んでいる所がある。 

・女性側の被害が多く、女性側の避妊方法としていくつか種類がある。低用量ピル、IUD（子宮内避妊器具）、

緊急避妊薬（保険適用の方法等）や、被害に遭った場合の相談先「京都 SARA」の紹介。 

・ケース事例。①支援学校卒後、妊娠したが相手が分からない。婦人科の問診の中で障害が判明。出産後、

なにかあった際の 24 時間窓口としてサポート。②高等部の時に妊娠。学校側から暗に自主退学を勧めれ

た。結果的に流産したが、今後の事として IUD 装着する事をサポートしながら行った。 

 

 今回の内容としては具体的な性教育の「取り組み方法」ではなく、性教育の現状や障害がある方が置かれ

ている性の課題としての話しをして頂きました。会議では様々な意見がでる中で「では具体的な事はどうし

たらいいのか」という悶々とした意見も出ましたが、それこそが今後の宿題であり、取り組みを始める一歩

となる事、自分たちで考え実践をしていくものだと改めて気付かされ、今後の展開を考える良い機会となり

ました。 

 七生養護学校事件や、教育分野での“はどめ規定”等、社会的な抑圧構造から生まれてきたこれまでの問

題を受け止めつつ、制度的に整理を図っていくという事も大変重要なのですが、まずはできる事から取り組

みを行いたいなと考えています。 

 地域自立支援協議会では、様々な地域での課題を取り上げつつ、できる事は何か、課題解決の糸口を一緒

に考え実践するという事を行っています。是非興味がある方は、会議だけでも「のぞいてみる」事も可能で

すので、ぜひぜひご参加ください。（中部圏域の自立支援協議会の運営会議は、第 3 木曜日、10 時～12

時、下京区役所 4 階会議室で行っています。） 

   （中部障害者地域生活支援センター「らくなん」：大塚 秀樹） 

 

支援センターNEWS     【支援センターらくなん】 







11周年
記念販売
開催！

やましな学園
野菜・果物販売

★12/6(⽕)10:00∼14:00★
⽇頃の感謝の気持ちを込めて
数量限定ではありますが

商品をお買い上げのお客様に
プレゼントをお渡しさせて頂きます！


