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晴れた！暑かった！！お花見レク♪♪ 

４月５日（日）、毎年恒例のお花見レク 
を開催しました。ここ数年お花見と 
いえば淀競馬場。でも「他の場所 

にも行きた～い」「寒～い」「雨が 
降る」などのご意見（場所とは 

関係ないような…）をいただき、 
今年は宇治市植物公園へ行きました。 

ゆうりんの家 通信 ゆうりんの家 通信



障害者とのかかわりのなかで ― その１４ ― 

“ジョイント・ほっと”って な～に？ ～利用者個々を大切に思う～ 

社会福祉法人 てりてのかんぱにぃ 

就労継続支援Ｂ型事業所 管理者 吉 田 久 美 子 

“ジョイント・ほっと”の吉田と申します。今回は、塩谷さんより「何でも思うことを書き 
なさい・・・」というミッションがあり寄稿させていただきます。 
“ジョイント・ほっと”は、精神障害を抱える方が働く事業所です。事業内容は、カフェレ 

ストラン営業、自家製菓子製造、店舗運営に伴う事務、ユニフォーム洗濯、その他、委託 
清掃や内職等行っています。場所は、四条寺町仏光寺通りを下がったところで、“カフェ 
ジョイント・ほっと”の看板があるのですぐにわかります。営業時間は 10 時から 16 時で 
す。お客様にホッとしていただける空間と、優しいお料理とお菓子が売りです。 

私が、初めて精神障害について知ったのは、今から 30 年前、（歳がばれますね）大学生時代にセツルメント活動を 
していたとき、関わっていた子どもの母親が精神分裂病（現統合失調症）のために、精神科病院に入院したことがきっ 
かけです。その後、実習で精神科病院に行き、縁あってその病院で精神科ソーシャルワーカーとして働くこととなりま 
した。病院は、その時代にしては先駆的にソーシャルワーカーを多数導入して、患者さんの社会復帰活動に力を入れて 
いましたが、社会的背景として「精神障害者は怖い。危険」という考えが多数で、どうしても長期入院患者さんを退院 
させる考えを市民に対してはもちろん、病院の看護・医者にも説得することが難しい状況でした。 

幻聴や妄想という急性期と呼ばれる状態は、薬によって治まったものの、長い拘禁生活による社会性の欠如や、 
強い薬による副作用のボーっとした様相は、一般市民にとっては、異様に映ることは否めません。ドヨーンとした空 
気の病院は、治療の場というよりも生活の場であり、それも当たり前の人間らしい生活を望めないものでした。 
しかし、1993（平成 5）年に「障害者基本法」が成立し、精神障害者が基本法の対象として位置づけられてからは、 

精神科病院という隔離された社会で生活していた彼らが、福祉施策の対象者にもなり、社会復帰施策が少しずつ充 
実していくにつれ、地域社会での生活が可能になったのです。退院していく場所・仲間と出会える場所・自分の役割 
を果たせる場所ができていくことで、それまで、閉ざされた中でしか生活してこなかった精神障害者が、あたりまえ 
の人として生活することが保障されたのです。 
“ジョイント・ほっと”は、みんなの居場所としての共同作業所から始まりました。理念は「自信と笑顔の快復」です。 

ノーマライゼーションという言葉は障害者の自立生活支援には欠かせない言葉です。しかし、最近の障害者自立 
支援法を見ると、どうもノーマライゼーションと称して、「障害者を納税者に～自立しましょう。働きましょう～」と奨 
励しているように思えてなりません。精神障害を抱える方は、上記にも述べたとおり、病気による症状と、二次的な 
障害を抱えています。「誰かが自分の悪口を言っている。」と被害的になることが多々あります。また、とても繊細な 
神経を持っているが故に、対人関係やちょっとした環境の変化でも、病気の再燃が起きます。 

このような特性を考慮することなく「ノーマライゼーションを目指して」と一律にサービス体系に組み込まれるこ 
とには異議を唱えます。そう言いながらも“ジョイント・ほっと”は、自立支援法下の事業所となり 1年を過ぎました。国 
の言うとおりに活動を進めているわけではなく、利用者さん個々の目的に沿った活動を進めているつもりです。 
ゆっくりしたい人には、心地良い場所とマイペースでできる作業を提供できるように。これから、社会に出て働きた 
いと考えている人には、仕事のノウハウや、ビジネスマナーを学んでもらえる機会を作っています。30 人の利用者 
がいたら、それぞれ、年齢・環境・将来の目標が違って当たり前です。国の提示するマニュアル通りには進みません。 
何が大切かと言えば、病気と障害を抱えている・自分を受け容れられる強さを持っていけることだと思うのです。 

精神疾患にかかるということは、ましてや、思春期に発病することが多 
いので、本人・家族にとっては起きていることを受け容れる作業はとても 
辛いのです。“ジョイント・ほっと”に来て、今の自分を好きになり、次への目 
標を持ってもらえたら嬉しく思っています。誰もが、当たり前に享受できる 
幸せをつかんでもらうことが私たちの願いです。 

最後にひとこと 

－是非、お店にいらして美味しいランチ・コーヒー・お菓子を味わってください－ 

今回 ご寄稿いただきました「ジョイント・ほっと」とのお付き合いは、ちょうど１年前に京都中小企業家同友会の障害者 
問題委員会の交流事業を通じてでした。私たちはその前年に精神科医にもご指導もいただき、諸々・精神障害につい 
て学んできました。それらの僅かな知識をもとに大胆にも精神障害のある方々の事業所と交流を始め、当社もその勉 
強会である程度自信を深め？精神障害者のケアにも入りました。自立支援法の主旨が３障害の統一がメインでもあり 
当然のことですよね。それが出来なかったのは、この障害は他から差別されることも多く、難しそうという単純な理由 
からでした。実際ご本人たちに接してみると、「思ったほどでもないやん」となるのですが・・・。私たちも含め、知らない 
うちにバリアを築いていることも多くあります。現在、ここに通所されるヘルパー有資格者の職場体験の場として当社 
を解放しています。全てに経験の少ない方には体験場所などが何にも増して必要なことですから・・・・・・・・・・・・(塩谷)



「ゆうりんの家」 からのご案内 

チャリティーバザー 今後“毎月”開催！！ ＜毎週第３日曜日かな？＞ 

今年３月２１日（土）・２２日（日）の両日開催いたしました、“ゆうりんの家バザー”が皆さん方に大変ご好評も博し、 

再度のご要望も多く、また場所をご提供いただけることにもなり、今後毎月実施することになりました。 

会場が従来のように「ばぁばのお家」では、乳児や未就学児童の一時預かり所・緊急避難的なご利用にも十分 

対処できるようにしてきたことが、難しくなると定期的な開催には二の足を踏んでいました。しかしながら、それ 

らも解消できることになり、今後毎月開催の目途が立ちました。 

・多くの方々に喜んでいただける「リサイクル商品」などを、お安く・必要とされる方に 

再供給できる場を提供していきます。 

・場 所 「喫茶大宮」 伏見区下鳥羽北ノ口町６０（国道一号線、丹波橋通、東入る北側） 

年 会 費 納 入 の お 願 い 

「ゆうりんの家」は約１０年前より、法人組織化されて６年近くが経ち、京都全域にわたる先駆的なボランティア 

活動を推進してきました。 

「障害があってもひとりの人間として・自由に・生きがいを持って意義ある人生を歩み続けたい」との理念 

のもと、さまざまな活動をしてきたことはご案内のとおりです。 

障害者自立支援法の下だけでは、上記理念に合しないのは事実です。そういうところを「ゆうりんの家」が会員 

組織でフォローしてきました。今後も皆さんが喜ばれる企画を皆で出し合いたいと思っています。そこで今年度 

の会費をまだの方・ぜひお早めに下記のとおり納入いただきますよう、ご依頼いたします。 

新規会員 募集中！ どうぞこの機会にご入会ください！！ 

(既会員には振込用紙を入れています) 

●年会費 ２００９年度分 ３,０００円 

●連絡先 本部事務所 京都市伏見区深草西浦町４－１８ Tel0756411661 Fax0756411665 
現地事務所 京都市伏見区深草西浦町８－３９ Tel0756433239 Fax0756433239 
メール office@yurinnoie.com ／ ＵＲＬ http://yurinnoie.com/ 

喫 茶 大 宮



「ビーオブエス」 からのご案内 

有限会社ビーオブエスでは、今回の新型インフルエンザについて、居宅支援事業部・福祉輸送事業部 

の両事業部でその対応を次のように取り決め、各位に既に配布しています。 

再度 利用者各位のご理解ご協力をお願い申し明けます。 

新型インフルエンザの流行に関する「ビーオブエス」の対応について 

標記の件、全世界で流行している新型インフルエンザが、わが国で最初の感染者が出て、そ 

の後一昨日・昨日と関西地区を中心に大流行の兆しが見え始めています。 

感染源が特定されないことも不安を煽っています。 

そこで福祉輸送事業者・在宅ホームヘルプ事業者である当社も、日々利用者各位と接する業 

務上これを見逃すわけにはいかないと、乗務員・ヘルパー従事者を始め社員一同も思ってお 

ります。 

私たちが簡単に出来ることといえば、 「マスクの着用」「うがい・手洗いの実施」などしかありませ 

ん。 

そこで、当社乗務員・ヘルパーは、移送走行時・利用者宅にお伺がいする時には、今後マスク 

の着用を義務付けすることにいたしました。 

また手洗いなどや消毒剤の手洗いなどもその都度自主的に行っております。 

また、在宅でのホームヘルプ利用者につきましては、出来る限り多くの人が集まる場所への 

外出を控える、ガイヘルでは大阪方面を控えるなど、自衛策を講じていただくことも必要か 

と思われます。 

また皆さんの間で、特に独居生活をされている方々について、体調の異変・発熱や微熱等が 

ありそうと思われるときなどは、ヘルパーが入らせていただいた時などに、ご遠慮なくお申 

し出ください。 

また、介護タクシー利用者各位につきましても、異変に気づかれた時などは、関連機関の 

窓口にご確認などをしていただければと存じます。 

万一の場合、早めの治療が最善策と聴いております。 

よろしくお願い申しあげます。 

以 上



ビーオブエスより ちょこっとイイ情報 ～歯をきれいにしよう！ 歯科 
し か 

もお家で・・・・・～ 

お家で歯科検診や治療を受けられるってご存じですか？ 
高齢者や身体が不自由な方など、通院が困難な方を対象に訪問歯科診療を 
受けられるんです！ 
お口の中に悩みがあっても、移動が難しく歯医者さんに行けない…きっと、そ 
のような方もおられるのではないでしょうか。 

でも、歯だけは自然治癒はありません。適切な治療は心と体の健康 
にも繋がりますので、一度お問い合わせください。 

医療法人 谷歯科医院 宇治市宇治下居５ 中谷ビル２F（宇治市役所前） 

ＴＥＬ(0774)23-5553（9 時～19 時） ＦＡＸ(0774)24-3719（24H 対応） 

〈MY ROOM〉⑫ 藤 木 雅 博 

（別府①） 
先月の中頃の話ですが、ウチの利用者さんの同行で、大分県にある別府の方へ行って来ました。ご一緒したご本人は、 
普段僕たちが在宅支援に入らせてもらっている方で、以前から何度か外出支援の依頼を打診されていましたが、スケ 
ジュールの調整がうまくいかず、ご期待に沿えない状況が続いていました。それが先月、周りのスタッフの協力もあっ 
て、何とか一泊二日のスケジュールを確保する事が出来ました。僕自身、単独で宿泊込みの支援というのは初めてで、 
しかも全然行った事の無い場所でしたが、九州方面は前から一度行ってみたいと思っていたので凄く楽しみにしてい 
ました。今回の同行の目的は、ご本人が以前別府にある福祉工場（皆さんよくご存知の場所です）に居られて、そこで 
今も生活されている友人に久しぶりに会いに行きたいという事でしたが、なかなか簡単に行ける場所では無いので、 
僕もお役に立てて良かったと思います。 

当日は天候が曇りがちで少し肌寒さも感じていましたが、徐々に持ち直しご本人も体調に問題なく無事に出発する事 
が出来ました。別府までの道のりは、京都駅から新幹線で小倉駅（福岡県）まで行き、在来線に乗り換えて別府駅です 
（帰りも同じ）。だいたい片道 4 時間位でしたね。ご本人からは事前に聞いていたのですが、今回乗車する新幹線が最 
新の系統（Ｎ700 系で良かったと思います）で、実際乗ってみるとビックリしました。乗り込んですぐ目の前に身障者用 
のスペース（個室）があったんですけど、扇形で凄く斬新なデザインでした。扉はボタン式の開閉になっており、中のス 
ペースは車イス２台分確保出来ます。介助者用の座席も当然備わっていて、横になれる様に広げる事が出来るみたい 
です。ただし壁付けなので座席の状態でリクライニングは出来なかったのですが。ご本人も「前の系統だともっと狭く 
て窮屈だった」と、今回乗る列車に満足されていました。僕は新幹線に乗るのは多分７年ぶり位だったんですが、ホン 
マ快適でしたねぇ。しかも個室だったんで、他の乗客を気にする必要が全くありませんでした。乗務員も親切で出発時 
に、何かあればと声を掛けてくれました。そんな感じで、小倉駅に着くまでそれぞれ車内で過ごしていたのですが、こ 
の個室、１つ盲点があって、お昼が近くなった時にご本人と昼食をどこで摂るかの話をしていました。「現地着は昼過 
ぎるし、ここで食べるわ」と言われたので、「そしたら売り子（この表現で良いのでしょうか？）が来たら買いましょか」 
と、売り子さんを待ってたのですが、全然来ている様子が無くて（車内アナウンスはしてたんです）、ちょっとおかしい 
なと思って僕は個室から出て探しに行きました。そしたら売り子さんは僕たちが居てる車両をとっくに通り過ぎていて 
２車両分位先で売ってました。そこで僕はご本人がリクエストしたサンドイッチと自分の弁当買おうとしたんですが、食 
べ物はほとんど売り切れていて、残っていたのは奈良県名産の柿の葉寿司１つだけでした。あれ７個入りで\1,000 もす 
るんですね（新幹線価格かな？）。仕方なくそれを買って個室に戻って来たのですが、なんか釈然としませんでした。 
普通売りに来てるのであれば一声掛けてくれても良いと思うんですがどうなんでしょう？個室の扉が閉まってたから 
声を掛けなかったのでしょうか？個室なだけに、扉を開けっ放しにしとくのも不自然やし。多分売り子さんのマニュア 
ルに無かったかもわかりませんね（ご本人は僕ほど気にしてなかったかもしれませんが）。まあとにかく食べる物がこ 
れしか無かったので２人で柿の葉寿司をほおばってました（ちなみにご本人はあまりお寿司は好きではなかったみた 
いです）。 

その後新幹線は山口県を過ぎ、関門トンネルを抜けて九州に入り、小倉駅に到着しました。初めて来た土地という事 
で、駅から見える景色（海・港・船）が凄く新鮮に映りましたね。デジカメを持参していたのでちょっと写真でも撮ろうか 
と思いましたが、乗り換えの移動時間があまり無く、残念ながら諦めざるを得ませんでした。移動した先の在来線ホー 
ムで列車を待っている間に、さすがに九州やなと思ったんですが、駅中に豚骨の匂い？臭い？がプンプンしてました。 
「ちょっとこっちの人達迎え入れすぎやろ」と言いたくなる位でしたね。僕は豚骨が大好きで、ラーメンも豚骨以外は 
好んで食べないのですが、店の中ならともかく、駅中に充満している程とは．．．。また駅が海のそばにあるから浜風に 
乗って余計にあの香りを感じました。あそこで何日か滞在してたら体に染み付いてます。ちょっと話がズレますが、５，６ 
年前に韓国へ旅行した時に、街中で屋台の匂いが充満してました。３日程過ごして日本に戻り、電車に乗って帰ってた 
時です。ある駅で乗り込んできた高校生のカップルが、「なんか臭くないか？」とお互いに匂いを嗅ぎあってたんで 
す。「お前餃子食ったか？」「私食べてないよ」と、ちょっとした異臭騒ぎになってました。そのカップルは多分耐え切れ 
なかった様で、次に停まった駅で逃げる様に去って行きました。僕は家に帰るまで気付いてなくて、両親にめちゃく 
ちゃ言われました「匂い取れるまで家に入らんとって」。駅で待っている間そんな事を思い出してたら列車が入って来 
たので、駅員と一緒にご本人を列車に乗せて、別府に向かいました。 （次号に続く）



編 集 後 記 各種ご協賛賜りありがとうございます 

賛助会費 千幸様、金岡様 

そ の 他 たこ満様、 岡本様、 
荻野様、鈴木様 

ゆうりんの家の運営は、多く 
の方々のご支援ご協力により 
成り立っています。 

お花見レクの参加者は総勢50名以上過去最多人 
数も、皆さんのご協力のお陰で無事に催すこと 
が出来ました。天気も良くて暖かくて、もう少し桜 
の数が多ければ言うことナシだったんですが…。 
新型インフルエンザの感染が日々拡大してます。 
気候的にもお出掛けに最適な今の時期。いつ、ど 
こで、誰から感染するか分からないのは驚異です 
よね。皆さんも気を付けてください。 （Ｔ．Ｍ） 

ＭＩＺＵＴＡＮＩのＳｈｉｔｅｎ ― パート１７ ― “介護報酬単価の見直しから見えた自立支援法の問題点” 

民主党の代表が小沢さんから鳩山さんへ。でも… 

この原稿を書きながら、テレビで民主党の代表選挙を見ていました。新しく就任した鳩山代表は、投票前のスピーチで友愛社会 

の実現を掲げ、具体的な取り組みとして最初に挙げたのが障害者施策の充実でした。今秋までに行われる衆議院選の結果如何 

では民主党が与党になる可能性もあります。民主党はこれまでに障害者自立支援法の１割負担の廃止を訴えていました。でも最 

近は年金や違法献金などの問題ですっかり影を潜めている感があります。友愛社会の実現を掲げ代表になった鳩山氏が、もし 
総理大臣になったら、これまでの公約で掲げた障害者施策を本当に実行してくれるのでしょうか？これから注目ですね。 

介護報酬単価が見直されました。でも… 

さて、障害者施策と言えば、４月から障害者自立支援法の介護報酬単価が見直されました。ニュースなどで取り上げられている 

一般職種と比較しての介護職の賃金の低さや離職率の高さなどが問題視されている中、今回の見直しで平均５％のアップとな 

りました。施設や事業者などにとっては、介護報酬の増減が運営・経営に大きく影響するため、今回の見直しは喜ばしきことで 

す。でも、果たして喜んでいて良いのでしょうか？障害者自立支援法が施行されてから、これまでに数回介護報酬は下げられて 

おり、今回の見直しで以前に戻っただけに過ぎません。そして、介護報酬が上がるということは、原則１割負担の応益負担におい 

ては、利用者の負担も上がるということになります。京都市では独自の軽減措置により、他の自治体より負担額の上限が低めに 

設定されています。よって、上限に達している方たちが多く、負担が増えたことを実感されている方は少ないと思われます。し 
かし、上限に達していない方たちは負担増となっているのです。施設や事業所などサービスを提供する側が潤っても、その結果 

サービスを利用する側の負担が増えたら、何の意味もありませんよね。でも今の障害者自立支援法では、必然的にどちらか一方 

に負担を強いる仕組みになっており、ここにこそ構造的な大きな欠陥があると思います。 

移動支援が幅広く利用しやすくなりました。でも… 

今回の見直しは介護報酬だけではありません。既存のサービスを幅広く利用することも可能となりました。その一つがグループ 

支援。移動支援において、複数（最大３人まで）の利用者を１人のヘルパーでの対応が可能となったことです。人材不足の現在の 

介護業界において、利用者側もヘルパーを確保するのが困難な場合もあります。ましてや、複数で行動するときは尚更でした 

が、これからは仲間と共に出かけるときなど、よりサービスを利用しやすくなるのではと思われます。しかし、既存も含めてこれ 

らサービスはどこまで周知されているのでしょうか？ 私たちも日々の活動の中などで情報をご案内させていただくこともあ 
りますが「そんなサービスがあるとは知らなかった」と、すでに福祉サービスを受けておられる方でさえも、そのような声を聞く 

ことがあります。なぜ関わってきた福祉事務所や事業所がそのような案内をしなかったのか？甚だ疑問です。障害者自立支援 

法は、障害者が様々な環境で自立できるよう支援することを目的としたものであり、各種福祉サービスを利用することが前提 

での施策です。周知されていない現状もしかり、利用者に負担を強いる仕組みもしかり、いくら自立を支援すると体の良い言葉 

を並べた施策ても、利用しやすい環境じゃなければ何の意味もないですよね。 

ちょこっとバリアフリー情報 ～雨の日は図書館で～ 

もうすぐ梅雨の季節。１ヶ月ほどは雨・雨・雨のうんざりした日々が続きますが、このよう 
な気候はお出掛け先に困りますよね。雨をしのげて、一日ゆっくり過ごせる場所…。そう 
だ！図書館へ行こう！！ 読書といえば秋？ なんで今ごろ紹介するの？？ との声が 
聞こえてきそう。でも、雨の日は静かな屋内で文学に触れてみるのも良いかも？？ 

－障害者へのサービス－ 京都市運営の各図書館では、障害者へ以下のサービス 
が行われています。（図書館毎に可能なサービスは異なります） 

・代理者が図書館カード発行や資料貸出の手続きが可能。 
・大活字本、拡大読書機を設置。 ・国語・英和辞典等の点字資料を所蔵。 
・視覚障害や活字図書の利用困難者に、対面朗読室にて、図書館資料の対面朗読。 
中央図書館では録音図書の貸出。 
・中央図書館では、来館が困難な障害者に自宅まで図書の配送サービスを実施。申 
込みは各図書館で可能。 
・醍醐中央図書館では、来館が困難な視覚障害者に視聴覚資料（カセットテープ、ＣＤ）の貸出。 

京都府立図書館 TEL（075）762-4655 

・地下鉄東西線「東山」駅 徒歩約 10分 
・障害者は１ケ月間 10 冊まで。 

右京中央図書館 TEL（075）871-5336 

・地下鉄東西線「太秦天神川駅」すぐ 
・障害者は 1 ケ月間 20 冊まで。 

ご好意を重く 

受け止めています 

過日 「ビーオブエスさんに 
日々介護に入ってもらい感 
謝しています。そのお礼と 
いってはなんですが、職員さ 
んのスキルアップに繋がる資 
格取得のために、寄付させて 
いただきます」と、ある方か 
ら思ってもみなかった多額の 
ご寄付を頂戴しました。 
私たちは、これを基金とし 
て、職員の技術向上に結び 
つく活動や資格取得に繋が 
る活動のために運用させて 
いただく予定です。 
今後とも上述の趣旨・ご期待 
に添えるよう努力してゆく所 
存です。 
ご好意ありがとうございます。 

・私事ですが、お花見レクは友人の娘さんの結婚 
式で欠席でした。まさにお花見日和だったとか。 
最近友人の子供さんの結婚が目立つ。25～6 年 
前は私の仲間の結婚式だったのに・・・ね。早いネ。 
・同じく最近、精神障害者系の施設との交流や勉 
強会に参加することもよくある。当社もそして私 
も知らぬ間にバリアを張っていることが多い。私 
たちは障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業者なのに・・・ネ。（Ｔ．Ｓ）


