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９月３日・４日の和歌山～白浜～一泊旅行の報告です 

２日間ともに快晴。アドベンチャーワールドや三段壁の景観を楽しみ、温泉や美味しいお料理に舌鼓

を打ち、旅行中はたくさんの笑顔を見ることができました。以下、旅行の様子とともにたくさんの笑

顔をお届けいたしたいと思います(*̂_̂*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 暑かった夏も過ぎ、朝晩は涼しく夕方になると鈴虫の鳴き声が聞こえてくるようになりました☆

すっかり秋模様です。活動しやすくなって来たこの頃、皆さま、いかがお過ごしでしょうか？？私は

というと、睡眠の秋？？で朝起きるのが辛い今日この頃です。そして、何といっても京都は紅葉♪今

から楽しみです♪♪ 

今回の通信では、《ゆうりんの家企画》和歌山～白浜～への一泊旅行報告をメインに、秋の行楽情

報・バリアフリー情報などお出掛け情報盛りだくさんでお届けしたいと思います。では、今回の通信

始まります♪ 

大型バスが人でいっぱいに♪ 

嬉しいかぎりです(^o^)丿 

アドベンチャーワールド サファリパーク～イルカショー 
 

一日目 

バスのリフト これがないと♪♪ 

一泊二日の旅行のはじまり～ 
バスの中はワイワイとってもにぎやかでした♪ 

みんな、とっても

いい笑顔で、思わ

ず・・カシャ☆☆ 

サファリバスにて移動。 

自然の中で自由に動いている動物

たちが間近で見れて迫力満天！！ 

お味はいかが

でしたか？？ 

普段ではなかなか見られ

ない！？オフショット。 
似合ってます( õ )̃ 

はははいいい！！！チチチーーーズズズ☆☆☆    クククマママののの親親親子子子ののの仲仲仲のののよよよいいい光光光景景景ににに    
思わずにっこり ( _̃ )̃ 

 

昼食タイム 



MIZUTANI の Ｍｅｓｅｎ 

こんにちは、水谷です。今回からこのコラムを担当させ
られます。私もずっと車椅子生活を送っており、皆さん
より一段低いところから、世の中を見つめています。
決して私の目線に合せて欲しいとは思いません。でも
低い目線からしか見えないことも多くあります。「そん
な感覚をお伝えしなさい」との関係者の企みがみえみ
えですが・・・・負けません。 

車椅子障害者と旅行 

ゆうりんの家の一泊旅行に私も参加して十分楽しめ
ました。今回は上記について述べたいと思います。私
も度々旅行しますが、車椅子で旅行する際にネックに
なる事といえば… 

１．介助者の確保 
旅行では身の回りの介助に加えて、荷物を持っても
らったり車椅子を押してもらったり、乗り物の座席への
移乗などで介助を要しますので、普段の生活以上に
人手は必要となります。しかし、旅行の介助を頼める
人間関係なりネットワークがあればそうでもないです
が、ゼロから介助者を確保しようとしても非常に困難
を極めます。このような問題もなく旅行できる環境も
必要だと感じています。 

２．旅費 
交通費（障害者割引はありますが）と宿泊費が旅費の
大半を占めますが、安い宿では部屋の間取りや、階段
その他バリアも多く設備の不十分さをよく感じます。
安心して利用できる設備の整った宿は、どうしてもグ
レードが高くなり、その分宿泊費は嵩みます。一般的
に介助者の旅費を障害者が負担するケースは多く、
健常者の人たちの旅費に比べ、かなり高くなります。 
障害者自立支援法の施行により、介護サービスに対し
利用者負担が強いられ生活費を圧迫している昨今、
以前に比べると旅行するゆとりさえも奪われようとし
ているのが現状です。 

３．スケジュール 
健常者に比べ、乗り物の乗降には時間を要し、障害の
状況によってはトイレのコントロールが難しく、トイレ休
憩も多めに必要です。よって分刻みの行動は厳しく、
ゆとりあるスケジュールが求められますので、旅行社
などの一般的なツアーはほとんど参加し難い面があ
ります。 

以前と比べれば公共機関のバリアフリーも充実して
きていますし、利用しやすくなってきているのも事実
です。しかし、ただ闇雲にバリアフリー化すれば良い
わけでもありません。 
例を挙げれば、夜間は動かないエレベーター（商業ビ
ルを転用している場合、管理時間外は利用できない）
は何の意味もないし、わかりにくい場所にあれば探す
のにも大変。またスペースが狭く車椅子が１台しか乗ら
ないと、団体旅行では昇降の回数増により、時間が掛
かり非常に効率が悪い。 
段差を解消するスロープも、傾斜が強いと車椅子で
昇るにはかなり大変なんですよね。 
ないよりは何らかのバリアフリー設備があるにこした
事はないが、「ただ設置すれば良いもんとちゃうで」
とか「これは机上で考えただけなんやろなぁ」と思う
事が多々あります。利用する人の目線（ここが
MIZUTANI の Ｍｅｓｅｎ）で、障害者や高齢者の隔てな
く誰にでも優しいバリアフリーこそが、真のバリアフ
リーだと思いませんか？ 
ここらも考慮した「ゆうりんの家」の旅行は楽しく、思
い出に残るものでした。♪チャンチャン♪ 
 
新企画のため今回は頑張りすぎました。 
「次回以降もっと短めでいいヨ」など暖かい激励、そ
れとも叱責。・・・ご指摘通りに従います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イルカショーの会場は満員 

会場は大きな歓声でいっぱいでした 

今回の旅行の宿 
白浜温泉「ホテル古賀の井」 

夕食タ～イム 

皆 、 イ ル カ シ ョ ー に 釘 づ け

(>_<)♪ 

ショーの合間に笑顔をパチリ☆ 

待ちに待った♪ 

温泉で疲れを取った

後の食事は格別で

し た ♪ 美 味 し か っ

たぁ♪♪ 

かかかわわわいいいいいい笑笑笑顔顔顔にににつつつららられれれててて   

私私私ももも笑笑笑顔顔顔ににに((( ^̂̂ooo^̂̂)))丿丿丿   

おおおしししゃゃゃべべべりりりももも弾弾弾んんんででで、、、おおお酒酒酒ももも加加加わわわっっっててて！！！？？？   

夕夕夕食食食ははは大大大盛盛盛りりり上上上がががりりりでででしししたたた(((̃̃̃ooõ̃̃)))    

おおお２２２人人人ととともももとととっっってててもももいいいいいい笑笑笑顔顔顔♪♪♪   

仲仲仲良良良しししツツツーーーシシショョョッッットトト♪♪♪   

笑顔の視線の 

先には？？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～秋の一泊旅行を終えて～ 

皆さま、一泊旅行お疲れさまでした。一日目のアドベンチャーワールドは昼食後に少人数に分かれ、ケニア号に乗って動物を見

たりイルカショーやパンダを見られたと思いますが、どうでしたか？中でもイルカショーが人気で、皆さまから「楽しかった♪」と

のお言葉もいただき嬉しく思いました。二日目は、三段壁洞窟に行くのに坂道が大変でしたが、洞窟の中では海風が吹いて

心地よかったですね。とれどれ市場ではよいお買物できましたでしょうか？ 

旅行以前からアンケートへのご協力や飲み物やお菓子など差し入れもくださり、ありがとうございました。そして、旅行会

社・スタッフ・ボランティアの皆さま、ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。来年の旅行は今回のメンバーと新

メンバーで行けることを祈っています。 

今回参加してくださった皆さん、旅行のご感想やご意見等ございましたら、また事務所へ遊びに来られた時やヘルパーがお

伺いさせて頂いた時などにお話し聞かせてください。来年の参考にさせて頂きたいと思います。より一層喜んでいただける企

画を皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。よろしくお願いします。 

                            実行委員長 平山 真矢 

２日目 

透透透ききき通通通るるるよよようううななな真真真っっっ青青青ななな海海海をををバババッッックククににに皆皆皆ででで記記記念念念ににに一一一枚枚枚(((###^̂̂... ^̂̂###)))   
 

何やら楽しげ(>_<)どん

な話をしていたのか 

気になります(^O^) 

はい！！チーズ☆☆☆ 

おまけ 
どこ見てんの

よ！！ 

熊熊熊野野野水水水軍軍軍ゆゆゆかかかりりりののの地地地   

   三三三段段段壁壁壁洞洞洞窟窟窟にににてててカカカシシシャャャ   

よいしょよいしょヽ(^。^)ノ 

千畳敷～三段壁～とれとれ市場 



☆会員さん紹介☆ 

名前：高岡久一 

        高岡さんは、施設を出られ自立生活を始めて２年半とお聞きしましたが、以前の生 

活と比べて変化はありますか？  

自分の好きな時に好きな場所へ自由に外出できるようになったことが一番の変化 

です。自立生活を始めようと決めた理由も色々なところに出かけ、たくさんの人と 

交流をしたいという思いからでした。 

これから行ってみたい場所はありますか？？ 

以前出掛けた北海道にまた行ければと思います。前回は、ボランティアの方と一緒に釧路へ行き、北

海道の友人と合流し日中は車でドライブ、夜は友人の家に泊めてもらいました。とてもよい思い出で

す。次に行く時も気候のよい６月に行きたいなぁ♪ 

最後にひとこと･･･ 

ひまわり号という「障がいのある人たちの電車の旅」の実行委員をしています。毎年、年に一回(今年

ではや１０年目)の日帰り旅行ですが、一年掛けて準備をしてきたもので、とても有意義な旅行内容に

なっています。興味のある方、一緒に旅行に行ってみませんか？？(この通信が発行される時にはもう

募集が締め切られているかも･･すみません。)そして、ボランティアさんも大募集です。 

スタッフ紹介 

名前： 嶋田 誠 
        趣味： 登山(今までいろいろ登りましたが、中でも大山の景色が好きです。) 

        ひとこと： 一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。 

 

今年、新しく入られた方です。まだお会いしたことのない方もいらっしゃるかも･･･また、活動等で

お会いした時はよろしくお願いします(^o^)丿 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ちょこっとバリアフリー情報 ～昼食バイキング偏～ 

今回は、お腹いっぱい食べれるバイキングのお店を紹介したいと思います。 

思風都(シーフード) 場所：京都市北区西大路通わら天神上ル西南角  バイキング時間：11:30～15:00 

ランチバイキング。３５品もある中から自分の好きなものをチョイス。日替わりで野菜類・魚介類・カレーやド

リア、そしてデザートまでついて９９８円(税込み)ととってもリーズナブルです。店内においてあるボートには

魚の泳ぐ姿が･･･。 最寄の交通機関：市バス102・204・205系統 わら天神前下車 北へ徒歩一分 

カフェレストラン ピエモンテ(ホテル京阪京都)  

場所：京都市南区東九条西山王町31番地ホテル京阪京都1Ｆ (ＪＲ京都駅八条口出てすぐ) 

バイキング時間：11:30～14:00   料金：１０５０円(税込み) 
５品のスパゲッティーの中から１品をチョイス。そして、料理４種類、サラダ各種類、スープ、デザート、フルー

ツ、コーヒー、紅茶、ジュースが食べ放題・飲み放題です。 

 

 

リーズナブルな

各種ご協賛賜わりありがとうございます。 

・賛助会費   千幸様 

・一泊旅行支援 

平山様、花野様、森様、和田様、今井様、上田様、笹島
様、柳葉様、藤野様、越智様、竹内様、加藤様、安陸様、

出野様、大柿様、伊藤様、藤田様、木下様、濱口様、森
様、田中様、相田様、出野様、多くの社員各位 

・フリーマーケット支援 
相田様、今井様、出野様、飯田様、てっぽう様、吉田様 

 

編集後記 
・恒例の一泊旅行。晴天に恵まれ最高との声も頂戴し

ています。編集長にはいっぱい写真を掲載し、思い出

満載の通信にしてとのお願い。主旨は通じましたか？ 
・私は準備まで。行けなかった。残念。理由は自立支

援法の 10/1完全実施に向けた各種研修会への参加。 
・まだまだ混乱している新法。でも私たちは準備を怠

ることはできません。「ビーオブエス」への切替、程度

区分による新事業の申請等。ｽﾀﾝﾊﾞｲは OKです。(T.S) 
 

いつもかけてくださる「ありがとう。」 

「また来てや。」の言葉はみんなの心をほっこり

させてくれています。こちらこそ「ありがとう」
です♪ 

 

個人情報の保護により表示できません 

個人情報の保護により表示できません 



（白浜旅行記の間に本冊子を挟みこんでいます。旅行記全体はこの頁を外してご覧下さい） 

「障害者自立支援法」 今秋(１０／１)より

完全施行 ―この意味と目的― 

そしてこれに伴い２つの内部変革の実施 

障害者自立支援法がこの4月１日から施行され、現在まで

みなし運用でしたが、後しばらく10月１日から完全施行

に移行します。大まかには①在宅系の生活者に対する介護

給付と②施設や小規模授産施設などの方々に自立し就労

を目指す目的での訓練等給付に分かれます。それに先立ち

私たちの事務所は過去からヘルパー派遣な

どの業務を実施しており、介護給付分野の

改正に向け、次の２つの目標を掲げ様々に

計画を立て実施準備をしてきました。 

１．サービスを実施する事業所主体を「ＮＰＯ法人ゆうり

んの家」から「(有)ビーオブエス」に変更する。 

当法人は在宅利用者へのヘルパー派遣が中心の居宅

介護等事業者ですが、この法律ができる前から新法施

行を前提に営利法人をグループ内で起業しました。Ｎ

ＰＯ法人ではしにくかった介護タクシー事業などを

既に実施。今後は皆さんの声を直接事業に反映できる

よう、「有限会社ビーオブエス」に全てを移管する予定で

京都府庁・京都市役所とも折衝しています。 

  まず手始めに身体障害者分野につきましては８月１    

日より移管し、既に業務を実施しております。今回は

知的障害者や児童分野の全ての移管を予定します。 

２．１０月より新法に移管すると、従来の認可項目に変更

が生じます。これも併せて申請中です。 

(1)主管庁が京都府庁と京都市役所の２本立てになります。 

今までは、在宅にヘルパーを派遣する・居宅介護事    

業と障害者の方のお供で外出時に介助する外出介護の

２種類のみでした。管轄は本来都道府県庁ですが、京

都市は大都市特例で市が管轄していました。 

①今後はこの分野に大都市特例がなくなり都道府県

庁・京都府が直接担当することになりました。 

②また、この法律では新たに「地域生活支援事業」が

スタートします。この「地域生活支援事業」とは？ 

「障害児者がその有する能力と適正に応じて、自立

した日常・社会生活を営むことができるよう、自治

体が地域の特性や利用者の状況に応じた事業形態

により、効率的・効果的に実施する事

業」という定義づけをしています。こ

れも自立支援給付と同様、原則１割負

担となっています。(後述に除外規定) 

(2)主管庁ごとで、当社ビーオブエスが実施する事業 

①都道府県管轄分 

・居宅介護事業  ・重度訪問介護  ・行動援護 

・重度障害者等包括支援事業 

②京都市役所管轄分 

・移動支援事業（→従来の外出介護） 

・相談支援事業（→障害者ケアマネ分野） 

・日常生活用具給付等事業 

●障害者に「障害程度区分」の認定を実施するになった。

区分１～６まで、市内約2500名に対しこの区分付けを実

施中。この区分は新法上支給量の目安となる重要なもの。 

今後は各人の区分により、必要な支援事業の範囲が決まりま

す。区分には厳密な一律の上限金額設定はありません。 

●京都市も当然10/1スタートしますが、まだ約半分1300

名程度の認定しかできていません。実態はそんなものです。 

●今年の初め1/22・1/29の2回、当事務所が利用者のご

父兄に対し説明会を開きましたが、その時に追ってこの区

分が全ての前提になることをご説明しました。9ヶ月たっ

てやっと動き出したというところです。 

(3)もう少し各事業を掘り下げてみよう!! 

居宅介護事業 → 従来の居宅介護と同一です。 

         区分１以上である者 

重度訪問介護 → 重度の肢体障害者で、常時介護を要す

る者。区分４以上で 

①二肢以上に麻痺があること 

②認定調査項目のうち「歩行」「移乗」

「排尿」「排便」の全てが「できる」

以外と認定された者 

行動援護 → 知的・精神障害により行動上著しい困難を

有する者であり、常時介護を有する者 

・区分３以上で、認定調査項目のうち、行

動関連項目等の合計点が10点以上の者 

重度障害者等包括支援事業 

→常時介護を有する者で、その介護の程度が著しく高い者 

・ 区分６に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を

有する者であって、以下に揚げる者 

・ 重度訪問介護の対象者で、四肢全てに麻痺があり寝た

きり状態にあり、以下のいずれかに該当する者 

・ 気管切開に伴う人口呼吸器での呼吸管理をしている者 

・ 最重度知的障害者 

・ 認定調査項目のうち、行動関連項目等の合計点が 15

点以上の者 

上述のように、障害程度区分の新設により、区分によってサー

ビスの事業項目が違うのが従来からの変更点です。 

「外出介護」はどうなるのでしょうか？ 

当然あります。ただ、実施主体が市町村地域生活支援事業

の範疇になります。このなかにもいろんな事業があります

が、当社が取り組む事業を簡単にご案内しておきます。 

移動支援事業 → 従来の「外出介護」と基本的に同一         

現在32時間の上限も変更なし 



秋秋秋と言えば… 

スポーツの秋、読書の秋、芸術の秋などいろいろ楽しいことが浮かびますネ！ 

今回の紹介コーナーでは、秋にちなんだイベントや場所をご紹介します。 
 

相談支援事業 → 一般には障害者ｹｱﾏﾈの部分を云う 

 障害福祉サービスを利用する支給決

定障害者等であり、下記に該当する者 

①入所・入居から地域生活へ移行する

ため、一定期間集中的な支援を必要

とする者 

②単身で生活している者(家族同居で

も適切な支援を受けられない者)で

あって、自分でサービス利用に関す

る調整を出来ない者 

・知的・精神障害で自ら適切なサー

ビス調整ができない 

・極めて重度な身体障害のため、

サービス利用に必要な調整がで

きない 

③重度障害者等包括支援事業の対象

者で、重度訪問介護等他の障害福祉

サービスの支給決定を受けた者 

日常生活用具給付等事業 → 原則的には従来と同一でが、

国の施策から自治体に移管されます。各

自治体で対応を決めて生きます。 

         パソコンは京都市では対象から外れま

した。原則新たに１割の個人負担が生

じます。 

ただし、市町村単位のものは一部無料の事業もあります。 

・移動介護 → 身体介護が伴わない場合 

 (伴う場合は現行と同じ) 

・相談支援事業           ※当社対応分のみ 

 

★以上がおおまかな説明ですが、ご不明な点は当社にお問

い合わせください。 

 

★私たち「有限会社ビーオブエス」の新しい旅立ちです。 

 ぜひ今後ともご声援、ご支援をお願い申し上げます。 

（記事 塩谷） 

 

 

「有限会社ビーオブエス」のホームページを一新しました 

今回、① 内容も、全ての営業項目を詳しくしました 

   ② ホームページのアクセス件数を高める目的もあって、各々のブログも追加しています 

ブログ内容  ほぼ？毎日更新しています。ぜひご覧ください。 

ア）田村 耕 ―人として―  イ）塩谷隆好 ―徒然なるままに―  ウ）福祉介護タクシー乗務日誌 

③ 介護タクシー予約も含め、各項目ごとに「問い合わせ」ができるようにしました。 

☆☆ ホームページアドレス http://bofs.co.jp ☆☆ 
ブログはトップページの「ブログ」へアクセスしてください。各ブログへリンクしています。 

まずは、http://bofs.co.jp を開いてネ! そしてブログも確認してネ!! 

― スポーツ情報 ― 

障害者水泳のつどい 

日 時：毎月第３日曜日 13:00～15:30 
（10月から６月まで実施） 

場 所：京都府立伏見港公園総合体育館プール 
参加料：無料（介助者１名まで無料） 

 
障害者スポーツのつどい 

日 時：毎月第２日曜日 13:30～16:00 
場 所：京都府立体育館 
参加料：無料 

― 図書館情報 ― 

点字図書館 

場  所：京都ライトハウス 京都市北区紫野花ノ坊町 11
利用時間： 10時～19時（土曜日は 17時まで） 
休 館 日：日曜日、第２水曜日、祝日 

― 芸 術 情 報 ― 

ルーブル美術館展 

場  所：京都市美術館 
日  時：11月５日まで 10時～19時 
休 館 日：毎週月曜日（祝日は開館） 


