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平成 30 年度も在り方を大切に

西田 良枝

　パーソナル・アシスタンスとも「平成30年度・入社式」
と「平成 29 年度・総会を3月27日に、恒例に従い
執り行いました。
　29 年度に「とも」が行う事業をご利用された方は
実人数で 500 名を超え、延べにすると1042 名を
超えました。

　これだけ多く
の方の人生に関
わらせていたた
だいている責任
の大きさを改め
て職員とともに
認 識し、新卒、
中途、非常勤採

用を含め８名の新たに加
わった仲間と共に、職員
一同 30 年度も当事者主
体の支援を関係者の皆様
と共に実践して参ります。
　今年度は、厚生労働省
のモデル事業を経て始めた「地域活動支援センター
とも」が 10 周年を迎えます。また14 年間、法人事
務所内で行ってきた浦安市の相談事業（現・基幹相
談支援センター）が浦安市の公共施設に移転します。
何かと節目の年になりますが、誰もが自分らしく生き
ることができることを目指して、多くの方と共に歩み
たいと思っております。
　今年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。

　浦安市基幹相談支援センターで
は、障がいのある当事者やそのご
家族、支援者への情報発信、学び
の場として毎年、講演会を開催して
います。今年度は、2 月25日（日）
RKB 毎日放送（本社・福岡市）東京

報道部長である神戸金史氏をお迎えし、「父として、家
族として、障害をもつ息子へ、息子よ、そのままでいい」
と題して講演会を開催しました。
 今回の講演会では、神戸さんに親の立場である家族
にも、障がいに対する「差別」は潜んでおり、それを
認め、自覚しつつ、父としての葛藤を感じながら、我
が子と一緒に家族が成長してきた歩みを語っていただ
きました。　また、記者として、障がいを取り巻く事件
（やまゆり園事件等）の取材を通して、神戸さんが感じ

る社会に潜む障がい者観についてもお話して頂きまし
た。　神戸さんは、「特定の人たちへの嫌悪、ヘイトに
対する最も有効な抗議行動は “愛” を伝えることだ」
と思い、障がいのある子どもたちの誕生を慈しむ親の
愛を映像にまとめ、世の中に発信したというお話され
ていました。
　人種や性別、容姿、障がいの有無など、自分から主
体的に変えることが困難な事を理由に、排除されたり
攻撃されることがない、誰もが自分ら
しく安心して暮らせる「ともに生きる」
社会を皆で実現していくことこそ、私
たちの仕事の使命であることを改め
て実感した講演会となりました。

攻撃されることがない、誰もが自分ら
しく安心して暮らせる「ともに生きる」
社会を皆で実現していくことこそ、私
たちの仕事の使命であることを改め

神戸 金史（著）
ブックマン社 刊

「 障 害 を 持 つ 息 子 へ
～息子よ。そのままで、いい。~」
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私が地域福祉に携わって10 年が経ちました。最初
は何もわからない状態でともに入職しましたが、全て
が新鮮で学ぶことの多い日々でした。
自分たちの生活が 24 時間 365日あるように、利
用者さんの生活も 24 時間 365日あります。そのこ
とを言葉としては解っていても、本当に理解して行動
することは難しく、新人の頃は自分がケアに入ってい
る時間のことしか考えていませんでした。しかし、私
が所属しているパーソナル・ケアセンターでは、マン
ツーマンでケアに入るため、自分のケアに入る前後の
様子を知ることが大切です。例えば前日はどう過ご
されたか、夜は眠れたのか等を知っておかなくては、
ちょっとした変化に気付く事が出来ません。
支援とは私たちの勝手な思い込みで行うものでは
なく、利用者さんの発信があってこそです。利用者さ
んにとって今、何が必要かを感じとる力が大切です。
地域で暮らしていると環境や事情の変化によって、
利用者さんが受ける刺激も毎日毎日変化していきま
す。変化が苦手な利用者さんには、事前にスケジュー

ルを伝えスムーズに動けるように支援するなど、出来
ないと諦めるのではなく、どうしたら出来るかを考え
ることが必要だと思います。
一緒に外出して楽しんだり、病院に付き添って利用
者さんの思いや困っていることを代弁することや、障
害福祉サービスの使い方やライフステージにあった社
会資源を伝えることも大切な支援です。
現場で支援しているのは私たち支援員ですが、利
用者さんを中心に、ご家族、相談員、学校の先生、
医療職等の様々な関係者がチームを作って、それぞ
れの視点から利用者さんのことを考えて連携・協力し
ており、けっして私ひとりで
は出来ない事だと実感してい
ます。
ともに入って学んだケアの
基本を大切にして、これから
も地域福祉に貢献できるよう
に頑張ります。

地域福祉と私

パーソナル・ケアセンター　T

平成 29年度の報告と平成 30年度の抱負

ともの職員は現在、常勤、非常勤含め、130 余
名。事業所別の利用者の合計は1,000 名を超え
ました。
平成 29 年度、ともは社会福祉法人として社会
貢献や未来の人材育成に寄与するため、専門職の
資格取得を目指す学生や社会人など、計 6 名の実
習生の受け入れを行いました。
ともの事業は、利用者が希望する生活を実現し
ていく手段です。
「ともに生きる」社会の実現、という私たちの
理念に共感し、同じ道を歩んで頂ける人材の獲得
は最重要事項であり、理念実現には必要不可欠だ
と考え、プロジェクトチームを作り、採用活動に
引き続き取り組んでいきます。
また、今年度 6月には基幹相談支援センターが

本部より移転し、新しい拠点にて事業を開始。そ
れに伴い、法人本部改修工事を実施します。活動
の拠点として、明るく居心地の良い相談室の改装、
日中一時支援室の新設などを計画しています。
平成 30 年度、ともは「働きやすさ改革元年」を
目標とし、法人に所属する職員がやりがいを感じ
ながら安心して働けるために、そして、利用者が
安心して暮らせるために、「ともに関わるすべての
人が自分らしく安心して生活できる環境づくり」を
目的に、職員一同、環境と基盤づくりを行なって
いきます。

法 人 本 部
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　平成 29年度、今川センターでは利用者さんの「楽
しみたい」という強い声を受け、余暇要素の強い
プログラムの開催回数を増やし、「ドラムサークル」
の定期開催も始めました。
それぞれのプログラムもただ開催回数を増やした
だけではなく、準備段階でのシュミレーションと振
り返りの機会を設け、支援者のスキルの向上にも
取り組み、センターの安定した運営に繋がりまし
た。
 駅前センターほっぷでは、就労訓練の場を必要
とする利用者さんに情報を届けるため、相談支援
機関や就労支援機関と連携してきました。結果、
1名の方が一般就労でき、３名の新規利用者が訓
練を始めました。ほっぷは、「障がい」や「福祉」
を地域の方々に知っていただく拠点として存在して
いますが、更に多くの方にほっぷの取り組みを知っ
て頂けるよう「希望をかなえる店 ほっぷ」という

映像を作成し、WEB 等でご覧頂けます。（欄外の
URLをご参照ください）。また11月には Jcom デ
イリーニュースの取材を受け、放送して頂く機会も
得ました。これらの映像をご覧頂くことで、より多
くの方に、ほっぷの意義を知って頂けたと思いま
す。
 これからもリサイクルショップと立ち飲み処の営
業を通し、地域の中に自然にある「障がい」「福祉」
のことを発信して、理解と交流の促進に努めます。
 今年「地域活動支援センターとも」は10 周年を
迎え、記念として10 のイベントを開催する予定で
す。ぜひ皆様のご参加と応援をお願い致します。

パーソナルケアセンターは年齢や障がいのある
なしに関わらず、支援が必要な方へ２４時間３６５
日、住み慣れた地域で自分らしく暮らせるように、
個別でのサービスを提供しています。
平成２９年度は余暇支援において、グループ外
出を初めて企画しました。きっかけは学齢期の利
用者さんやそのご家族から「移動支援ってどうやっ
て使えばいいの？」、「お出掛けは好きだけど、団
体での行動だと最後まで参加できるか不安」と
いった声があり、そのニーズに応えたプログラムを

企画することにしました。
グループ外出とは、一人一人の個性や特性に合
わせたマンツーマンでの柔軟性のある支援の良さ
と、仲間と共通の目的を持ち、共通体験ができる
集団活動の良さをミックスしたサービスです。博物
館や水族館、また夏はプール、秋はキウイ狩りと
季節感を持った活動等も取り入れました。すべて
の移動に公共交通機関を利用したことで、地域の
方々や駅員さんなどとの関わりも体験する事がで
きました。当初は年間３回の予定でしたが、好評
を頂いたことで計９回の開催となりました。今年度
は１２回の開催を予定しています。
平成３０年度も引き続き、多種多様なご要望に
応えられるよう、また、より多くの方に質の高い支
援を提供すべくチーム一丸となって取り組んでまい
ります。これからもよろしくお願いいたします。

平成 29年度の報告と平成 30年度の抱負パーソナルケアセンター

http://patomonews.exblog.jp/28878028/

平成 29年度の報告と平成 30年度の抱負 地域活動支援センターとも
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平成 29年度の報告と平成 30年度の抱負

平成 29年度の報告と平成 30年度の抱負基幹相談支援センター

相談支援事業所   ふあり

　相談支援事業所ふありでは平成 29 年度も新規
のお子さんの計画作成に積極的に取り組み、24
名の新たな利用が増えました。事業所説明会に参
加され、新規利用につながったお子さんもいまし
た。福祉サービスを初めて使う方も多く、地域資
源の情報提供や療育の良さを伝えるなどして、そ
れぞれに合った福祉サービスにつなげていきまし
た。当事業所ではお子さんに対するご家族の不安
や悩み事を聞き取り、お子さんの強みや良いとこ
ろを一緒に考えて一人ひとりに合った計画を作成し
ています。また日頃から法人内の児童発達支援事
業所ふあり・放課後等デイサービスマリーナや日
中一時支援事業所マリーナのスタッフと、子どもた
ちの支援を共有し、担当者会議等を通して他事業
所とも支援の連携を図り、その子のライフステー
ジにあった計画作成に努めました。
　さらに相談員のスキルアップのために、相談支
援の研修にも参加しました。ＧＳＶ(グループスー

パービジョン ) や実務者会議では、他事業所の相
談員の方の意見も聞くことができ、この研修を通
して支援の在り方等の見通しが立ち、自分たちに
はなかった発想を勉強させていただけました。
　平成 30 年度も一人ひとりのライフステージに
合った計画作成に努め、ご本人の成長を応援して
いきたいと思います。また、相談支援の質を向上
させるために研修にも参加していきます。今後とも
よろしくお願い申し上げます。

29 年度の特筆すべき事は、基幹相談支援セン
ターの運営事業者として公募で選定され、運営 6
年目を迎えることができたことです。6月からは、
入船北小跡地（浦安まちづくりプラザ）に事務所
を構えます。
昨年度、私達が企画運営する研修会やネット
ワークづくりのための会議で意識したことは、相
談員が個別のケースワークをして見えた地域課題
を関係機関の皆さんと共有、議論する場を創り、
連帯の意識を育んでいくことです。例えば、連携
会議で８０５０問題について議論した時は、高齢、
医療、障がい、児童、教育など多様な領域の支援
者で、孤立しない地域社会を如何に創るかという
議論ができ、第 2 回の連携会議のテーマ、「地域
共生社会実現に向けた取り組み「我が事・丸ごと」

を考える」に繋がりました。
平成 30 年度、基幹相談の目標は、「障がいの
ある人たちが、その人らしく浦安で暮らすことを
支援する」です。当たり前とも言える目標ですが、
一人ひとりの利用者さんが気に入った暮らしが実
現し、維持できること、困っていることが軽減して、
エンパワメントされることが、私たちの仕事の価
値であることに立ち返り、質の高い実践を目指し
たいと思っています。ま
た、地域の関係機関の皆
さんから、困った時に思
い浮かべて頂けるよう「み
んなの基幹」として貢献
できるよう、職員一同、
努力して参ります。

相談支援事業所 “ふあり” は相談支援事業所 “ふあり” は
　　 一人ひとりに合わせた支援を計画します！　　 一人ひとりに合わせた支援を計画します！
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平成 29年度の報告と平成 30年度の抱負

平成 29年度の報告と平成 30年度の抱負

療 育 事 業

障害児通所支援事業所  ふあり

29 年度はグループの療育プログラムの充実化、
個別療育のコマ数の拡大を目標に取り組んでまい
りました。グループ療育では、もうすぐ１年生グルー
プや、小学校低学年グループに、多くの方から参
加のご要望を頂きました。さらに生活塾では調理
プログラムの回数を増やしました。どのグループも
１年間様々なことに取り組み、たくさんのお子さん
の成長を見る事ができました。PT（理学療法士）・
OT（作業療法士）・ST（言語聴覚士）の個別療育
では、お子さんが苦手なことを克服し、できた！と
いう喜びを感じることができるよう、個別の課題
に合わせたプログラムを実施してまいりました。
30 年度も引き続き、療育内容の充実化を図って
まいります。グループ療育は、児童発達支援は親
子・こども通園、運動グループ、もうすぐ１年生グルー
プ、放課後デイは SST（ソーシャルスキルトレーニ

ング）グループ、生活塾、低学年グループ、運動
グループを行います。グループごとに療育目的を定
め、ご自宅や学校等では経験できないことを経験
して頂けるようなプログラムを行っていきます。個
別療育は新たに心理の療育も開始します。また、
ふありっこプール、ムーブメント、パン教室も引き
続き行います。30 年度もどうぞよろしくお願い申
し上げます。

平成 29 年度もともの療育はたくさんの利用者
さんにご参加いただき、大人の方は余暇の充実、
子ども達はたくさんの経験が自信に繋がった1年
でした。今年度はイルカスイミングなどボランティ
ア募集のチラシを作成し、浦安から近い大学に郵
送、また市民活動センターやボランティアセンター
にもご協力いただき、たくさんのボランティアさん
にご参加いただけた1年となりました。「いつもこ

ちらが元気をもらっています！」など嬉しいお言葉
もいただきました。利用者の皆さんも、たくさん
の方と関われることを楽しみにしています。また今
まで造形教室やムーブメント療育を行っていた場
所が取り壊しとなり、地域の公民館や児童センター
などをお借りして実施しました。たくさんの方にと
もの療育にご理解いただけたことを感謝するとと
もに、地域の方に知ってもらえるきっかけになった
こと本当に嬉しく思います。
平成 30 年度も今までと同様に質の高い療育を
実施できるよう、また、たくさんの方に効果を体
感していただけるようにしていきます。音楽療法や
ドラムサークル・ムーブメント療育など、子どもの
療育としても、大人の余暇としても楽しく参加でき
るものになっています。ぜひ現場に来て、見学・体
験をしてみてください！

“ふあり”が継続した発達支援を提供します！！“ふあり”が継続した発達支援を提供します！！
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昨年の 4月に開所したマリーナは、当初は利用
する子どもの人数も少なく、それぞれが利用した
い日に来所するという利用方法でした。そのため、
曜日ごとにメンバーが固定されておらず、子ども同
士の中で人間関係を築くことが難しい環境でした。
そこで、よりよい療育を提供するためにはどのよ
うなプログラム内容がいいのか、子どもたちが安
心して見通しをもってマリーナに通うためにはどの
ような方法がいいのかを職員間で話し合い、曜日
ごとにメンバーを固定し、プログラムを行うといっ
た利用方法に変更しました。現在では、多くの子
どもたちがマリーナに通うようになり、毎週同じメ
ンバーで活動することで、仲間意識が芽生えお互

いを認め合える良い関係がで
きてきています。マリーナの
中でたくさんの笑い声が響き
わたっている毎日です。
この1年間でプログラムや
自由時間を通し、子どもたち
の成長をたくさん感じることができたことをとても
うれしく思います。
　30 年度は、職員間のチームワークをしっかり
と築き、質の良い支援を目指します。また、外出プ
ログラムなど楽しい企画も取り入れ、さらによりよ
い療育を提供できるよう職員一同頑張りたいと思
います。

平成 29 年度の日中一時支援事業は、マリー
ナからマリーナテラスに名称を改め、場所も今川
から海楽に移動して新たなスタートをきり、4月か
ら比べると本当にたくさんの利用者さんが来所し
て下さるようになりました。午前中はお仕事が休

みの大人の利用者さんが来
てのんびりしたり、お昼過ぎ
には療育後の未就学児のお
子さんが来て好きなことをし
て過ごしています。夕方には
お仕事帰りの方が療育を受
けたり、パソコンクラブに参

加。それぞれが自分の好きなことをしてホッと一息
つける時間を過ごされ、一日中たくさんの方が利
用してくださいました。マリーナテラスでは異年齢
の方との関わりがたくさんあり、未就学児の子がお
兄さん・お姉さんと一緒に遊んだりして、大人の方
が子どもたちに癒される時間もありました。また、
子どもたちには日ごとに生活習慣が身に付いていく
様子が見られ、たゆまず成長する一人ひとりの姿
に職員一同が感動し、励まされています。
平成 30 年度も今まで以上に、利用者さんが安
心して通いたいと思える環境作りに努めていきたい
と思います。

平成 29年度の報告と平成 30年度の抱負

平成 29年度の報告と平成 30年度の抱負日中一時支援事業所  マリーナテラス

平成 29年度の報告と平成 30年度の抱負 放課後デイサービス  マリーナ

浦 安 市 斎 場 内 売 店

斎場内売店で働く２名の当事者職員は、日々怠
ることなく飲料の補充や寝具管理などの仕事に励
んでいます。
２９年度は余暇を楽しむ機会が増え、そのこと
が気持ちに余裕を与えているようで、益々仕事の
意欲につながっていきました。７年目と４年目を迎

える二人は「ずっとここで働いていきたい」と言い、
責任感を持って仕事に向き合っています。
３０年度も彼らが元気に働
いて、社会と関わりながら楽し
い日々が送れるようサポートし
ていきます。

の成長をたくさん感じることができたことをとても

子さんが来て好きなことをし
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福祉用具と聞くと、あると便利だけどちょっ
と・・・という人が多くいるようです。たった一本
の杖や手すり等で在宅生活が便利になることもあ
ります。
「パーソナル・アシスタンスとも　福祉用具貸与
販売事業所」では介護保険だけでなく障がい福祉
の制度の、日常生活用具や補そう具の給付などに
も対応しています。

浦安市では「障がい者日常生活用具給付制度」
などを利用する事で、皆様の自己負担を軽減する
事も出来ます。平成 30 年度は最新の専
門知識を習得した相談員が、利用者さん
がより安全で快適な生活を送っていただ
けるよう、お手伝いさせていただきます。
商品カタログも差し上げていますので
お気軽にお申し出ください。

平成２９年度を振り返ると、緊急利用が多かった
１年でした。昨年度に比べ実人数で４名増え、中
には長期にわたり一時ケアセンターを拠点に生活
を送った方もいました。全体を見ると昨年度に比
べ、受け入れ時間が約1000 時間増えました。こ
れは緊急利用もありましたが、通常の短期入所利
用も増えたことが要因だと考えます。
これらのことから一時ケアセンターとして、浦安

市のセーフティーネットの役割を果たせたのではな
いかと思います。
平成３０年度も、職員間の連携や施設内の環境
整備などに努め、更に
安心してご利用いただ
けるようにしていきたい
と思います。

2017年度の身体障がい者福祉センターは４名
の新規利用者を迎え、地域活動支援センター事業
と生活介護と自立訓練（機能訓練）の多機能型事
業を実施してまいりました。特に大きな変化はな
かったものの、利用者一人ひとりが地域生活の中
で新しいチャレンジができるように、リハ職、看
護職、支援員がスクラムを組んで地道に支援し、
地域とのつながりが増した一年だったと感じてい
ます

例えば生産活動にお
いては、以前から販売し
ていたストラップをセン
ターに展示していたとこ
ろ、ご覧になった市民の
方から大量に注文してい

ただき、皆張り切って作業に取り組みました。ま
た、プロ野球の場外販売で初めてお菓子の仕入
れ販売を実施し、日頃製作にはあまり時間をとれ
ない障害の重い方も、販売活動で活躍しました。
さらに、市民の方が回収ボックスに入れた不要な
小型家電を解体する事業に力を入れたりと、障が
いががどんなに重くても、支援を受けるだけでな
く地域社会の中で活躍できることを実感できまし
た。身障センターの日常的な支援が実を結んだ結
果と自負しております。
2018 年度も当センターの多職種が持つ専門性
を活かし、チーム力を高め、これまで以上に支援
の質を向上させていく所存です。利用者さんがよ
り前向きに生きることができるよう、さらに努力し
て参ります。

平成 29年度の報告と平成 30年度の抱負

平成 29年度の報告と平成 30年度の抱負

平成 29年度の報告と平成 30年度の抱負浦安市障がい者等一時ケアセンター

浦安市身体障がい者福祉センター

パーソナル・アシスタンスとも 福祉用具貸与販売事業所

の杖や手すり等で在宅生活が便利になることもあの杖や手すり等で在宅生活が便利になることもあ

いては、以前から販売し
ていたストラップをセン
ターに展示していたとこ
ろ、ご覧になった市民の
方から大量に注文してい
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＜編集後記＞　
たくさんの新入職員を仲間に迎え、ともは新しい年度
をスタートしました。基幹が事務所を移動し、本部は
少し寂しくなりますが、新しい門出です。地活の 10 周
年もあり、お祝い事が満載のともを今年度もよろしく
お願いいたします。　　　　　　　　　　　　　  【S】

後援会「ともと歩む会」のお知らせ
こんにちは。新年度を迎え、皆様ますますご活躍のことと
存じます。
春は別れと出会いのとき。環境の変化に、喜びと不安の混
じった少し緊張の毎日を過ごされている方もいらっしゃると思
います。
今年は地域活動支援センターともが開所10 周年を迎えま
す。会員の皆様、一緒に盛り立てていきましょう。
今年度も変わらぬ応援・ご支援をよろしくお願いいたします。
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編集人：社会福祉法人


