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現在の 「ゆうりんの家」 の取り組みって どんなん 今後は？ 

「ゆうりんの家」は、10 年ほど前にボランティア団体として発足させました。その後多くの支持者や関係者など 
の手助けもあり、「NPO 法人 ゆうりんの家」として組織化し、支援費制度発足当時から“障害福祉サービス事業” 
などの展開もはかって参りましたが、2006 年の障害者自立支援法の施行により、これら事業を関係する「㈲ビー 
オブエス」に移管し、併せて全ての人員も移管しました。これにより収益部門とボランティア的な部分を完全分 
離し、「ゆうりんの家 有限責任事業組合」に改組しました。 
私たちは、障害者福祉が充実すれば、それで事足りるなどとは考えません。全ての方々が安心して暮らせる社会 
を目指して、小さくともひとつずつ、問題提起もしてゆけたらと新たに取り組みだしました。 
ひとつはお母さんなどが、安心して子育てしながら働ける場の提供や、ひとつには社会環境に優しい(大げさす 
ぎますが)リサイクルの推進などの実現に向けた活動にも注力してきました。 
また、アルミ缶潰しやペットボトル回収なども、「ゆうりんの家」を支えてくれる利用者などが、休日に時間を 
作って応援にも来てくれます。そうして得た利益も全て運営資金に回しています。それら活動の一端を、現場担 
当者の声も通して、少しだけご紹介します･････ 

ばぁばのお家 ――これまで と これから―― 

・スタッフが常に声を出し、話をしたり明るく楽しい保育室 
を目指して、・お昼寝の時間帯には、部屋を暗くし、落ち着 
ける音楽などを鳴らしています。・窓飾りなどを季節ごと 
に変え、季節感を出しています。落ち着ける環境づくりを 
心がけてます 
乳幼児たちの日々は･････ ・ご利用される子どもたち 
は、毎日の子もいれば、時々しか来ない子もおり、年齢も 
バラバラですが、・年齢や月齢が上の子が、下の子たちの 
面倒を見るなど、どこにでもいる兄弟姉妹のよう。・前に 
大きな公園があり、天気の良い日などは戸外保育で、お 
散歩、砂や木の葉に触れ、虫取りに興じるなど、自然に触 
れ合える機会も大切です。 
・夏には幼時プールでの水遊びなども安全に楽しみ、・お 
花見や遠足、クリスマス会や節分などの季節に応じた、行 
事なども欠かせませんネ！ 

これまで待機児童がおられたことで、「ゆうりんの家」が 
運営してきた認可外保育施設「ばぁばのお家」は、認可保 
育施設と違って行政からの補助金は一切ありませんでし 
た。ご利用者さんの負担を出来るだけ少なくして、支援活 
動を行ってきましたが、来年度からは、京都市の方針で待 
機児童数をゼロにするとのことであり、ひとまず私たち 
の役目は一旦終えたかなぁと思います。今後は、また違っ 
た意味での支援活動に向かいます。 

リサイクルショップ秋桜の活動とは 
フリーマーケットに単発で年間数回出していましたが、リ 
サイクル品への要望も多く、フリマだけでなく、“ばぁばの 
お家”の隣に数年前「リサイクルショップ秋桜」も創ってし 
まいました。今年のフリマへの参加は、京都市役所前広場 
から１２月のみやこめっせまで、合計１０数回参加していま 
す。さらに今年３月大々的なチャリティーバザーも実施し 
ました (既報第２５号・陽春号に詳細) 。 

「ゆうりんの家」は様々な機関とも連携し合っています。 
これらをコーディネート頂いた泉先生も、いろいろな福祉 
関係の取り組みもされ、そのひとつに「光の音符」との関 
係があります。「光の音符」とは、障害を持ちながらプロの 
演奏家をめざす若い才能を物心両面から支援し、同時に 
障害がある人にも音楽を提供していく事を目的にされた 
団体です。今回も下記コンサートがあり、 
「光の音符」の成功が障害者の音楽に触 
れる機会の充実にも繋がります。 

菊池裕介ピアノリサイタル 
・２００９年１２月１３日（日） １４時開演 
・京都府立府民ホールアルティ 
・一般 2,500 円／介助者 1,000 円／幼児無料 

私達は様々な機関と“緩やかなネットワーク”で繋がりを持 
ち続けることが大切です。障害者やその他社会的弱者に 
社会資源を提供することが大きな役割でもあります。この 
コンサートもそのひとつでしょうネ (記事：田村 耕) 

毎日見ている子どもたちでも、日々成長していく過程が 
見えます。歯が生えたり、ひとりで立てるようになったり、 
歩いたり、返事ができるようになったり、昨日できなかっ 
たことが、今日できているのを見ると、驚きと喜びでいっ 
ぱい。そんなとき、思わず抱きしめてしまいます。甘えてく 
れたり、頼ってくれたりすると、この仕 
事のやりがいを感じます。毎日 笑いの 
絶えない 保育ルームです。 

責任者 中井睦美（写真右） 

主任保育士 大葉素子（写真左） 

私に担当してと云われた時はもうびっくり。でもリサイク 
ルの大切さは、主婦でもあり、またこの年になる 
と･･･････ネェ。常設店舗となると、結構難しいこともあり 
ますが、隣の“ばぁばのお家”の職員さんや孫の世代の乳 
幼児と接すると、『私も頑張らなければ・・・』と思ってしまう 
から不思議ですね。再利用できるもので、皆さんに喜ばれ 
るものもいっぱい。そんなことを考えながら、ぜひ全てに 
優しいリサイクル品も試してください。 責任者 柳葉登美子



障害者とのかかわりのなかで ― その１７ ― 

さようなら！ 自立支援法、つくろう！ 私たちの新法を！ 

生活介護事業所はるの里 所長 村井 文枝 

歴史を開く大きな一歩を 

雲ひとつない青空が広がる 10 月 30 日、東京日比谷音楽堂で「さようなら障害者自立支援法、 

つくろう私たちの新法を」をスローガンに、全国大フォーラムが開催されました。全国から集まっ 

た１万人の参加者を前に、長妻厚生労働大臣はあいさつで「応益負担という、非常にみなさま 

に重い負担と苦しみと尊厳を傷つける障害者自立支援法を廃止するということを決断してい 

る。４年間の政権の１期の中で、応益負担から応能負担に変える新しい制度を創設していく。 

その際には、本当にお一人お一人のご意見をできる限り拝聴していく」と発言され、大きな拍手 

と歓迎の声につつまれました。同席されていた山ノ井議員(民主党)が感極まって涙していたのも 

印象的でした。 

私もこのフォーラムに、はるの里の利用者や家族と一緒に参加しました。長妻厚生労働大臣の生の声で『廃止』と 

『新法づくりに当事者も参加』を聞くことができ、歴史的な瞬間に立ち会うことができた喜びと感動でいっぱいにな 

りました。 

毎年この時期に開催されていたこれまでのフォーラムは、障害者自立支援法への怒りが集まったものでしたが、 

今回は笑顔と共感がいっぱいの場となりました。 

障害者自立支援法がもたらした－（マイナス）とは 

障害者自立支援法が施行して４年。長年かかって築き上げてきた、障害者福祉は公的な責任でという考え方が根 

本から覆されました。障害があるがゆえに、暮らしや命を維持するための支援や社会参加に支援を「益」とする応益 

負担を導入したことによります。 

国による 2 度の軽減策がとられ、当初の利用料負担からは大幅に減額されはしましたが、障害があることを『自己 

責任』とし利用料を求める考え方が、障害のある人から笑顔を奪い、命さえ奪う痛ましい事件まで起きているのです。 

「応益負担」と「事業所への日払い」を今すぐにでもやめていただき、支援法の廃止と新法づくりに障害当事者が 

加わって、私たちの新法をつくることが大切だと思っています。 

今度こそ、「障害はあるけれども、この国に生まれてよかった」と思えるような世界に誇れる新法になることを 

願っています。 

今、はるの里では 

この 9 月に、障害者自立支援法に伴う事業移行をし、『生活介護事業所はるの里』として新しいスタートをしまし 

た。はるの里には 10 代～50 代までの利用者が１６名通所しています。知的障害を主たる障害としながら、身体障害・ 

自閉・てんかん・難病など、重複障害を併せ持っている方がほとんどです。 

はるの里の日中活動においては、障害が重くても、社会の主人公として豊かに生きていくことやそのための『力』 

を育むことを大切にしています。たくさんの人と出会ってたくさんの経験を積んで、その人らしい自立をして欲しい 

と願っています。 

はるの里がうぶごえをあげて早２９年、当初から利用している世代は利用者の加齢、保護者の高齢化に伴う新たな 

支援が必要となっています。また、個性豊かな利用者１６名にとって、現在のはるの里の場所は手狭になっています。 

そのため、将来構想と結びつけて「広いところへの新築移転」をすることを第一課題としています。この２年余り、 

関係者みんなで場所探しをすすめていますが、まだ決まるのには至っていません。 

今回 生活介護事業所に転換された「はるの里」は、私には特別な思いがあります。今から 10 年近く前、施 
設 29 年の長い歴史の中で、ほんの“まばたき”程度の期間・臨時職員も兼ねていました。理由はひょんなこ 
とからでしたが･･･ 見聞きしていた作業所を中から見る機会に恵まれたおかげで、谷本さんや坂東さんはじ 
め多くの職員の方々のご苦労を肌で感じ・ご家族の障害者に接する姿勢もなまで触れることができました。以 
来私には共同作業所が仲間や家族にとってなくてはならない場所であり、この充実が在宅障害者の「生きがい 
の場」との認識がさらに強くなり、各種の形態に転換されても、その本質は変わらないと感じています。しか 
し現実は非常に厳しいものです。この種の通所施設では、バザー収益なども当然重要な予算として組みます。 
天候にも左右され、雨が降ろうものなら所定の予算に到達しない・従って経営が･････ということもあります。 
そんななか、はるの里は超の付く利用者も含め、全員が重度障害者であり、障害者自立支援法には当初よりそ 
の矛盾を大きく感じた施設でもありました。今回の「････ご意見を聞いて････」と云う政府方針の重みをよく 
理解される最前線の施設でもあるのでしょう。そういうことも念頭に置きお読みいただけば･･･ （塩谷）



ＭＩＺＵＴＡＮＩのＳｈｉｔｅｎ ― パート１９ ― “鳩山内閣で障害者福祉はどう変わる？” 

ついに実現した政権交代 

与野党が逆転し、ついに政権交代が実現した８月 30 日の歴史的な衆議院選挙から早３ヶ月が経とうとしていま 

す。振り返れば、当時の与党自民党が大惨敗し、変わって民主党が 300 以上の議席を獲得しました。この選挙の 

結果を受けて長きに渡る自民党を中心とした政権が終わり、 ９月 16日に鳩山新内閣が誕生したのは記憶に新しい 

ところですね。深夜に行われた全閣僚の就任会見も、従来のような官僚が用意したのであろうメモ？台本？に頼 

るまでもなく、自らの言葉で語りかけていた姿には、新鮮さとともに“政治主導による政権運営をこれから行っ 

ていくんだ”という強い姿勢を感じました。民主党は衆議院選において障害者自立支援法の廃止をマニフェスト 

に掲げていましたが、 その強い姿勢を見てきっと実現してくれるだろうと期待も高まる中、 早速９月 19日の夜に、 

長妻厚生労働大臣が「障害者自立支援法」の廃止を表明してくれました。正直なところ来年７月に参議院選挙が 

控える政治日程において、まずは国民に感心の高い「後期高齢者医療制度」や「年金」などの問題から取り組み、 

「障害者自立支援法」は選挙を睨んだ優先順位では後だと思っていましたが、この対応の早さには驚きました。 

どうなるの？今後の障害者福祉施策？ 

その廃止を表明してから２ヶ月が過ぎましたが、新しい制度が応益負担から応能負担（所得に応じて利用料を負 

担する）に変わることが予測できる以外、どのような内容になるのかまだ何も見えてきていないのが現状です。 

長妻大臣も新内閣が発足した当時に比べるとトーンダウンしているようにも見え、いざ省内に入ってみるとなか 

なか思うようには進まない現状でもあるのでしょうか。もっとも民主党は衆議院の任期４年間で新しい制度を創 

設していく考えであり、私の気が早すぎるのかな…。しかし、思えば４年前の 2005年。与党の自民・公明の両党 

によって、決して十分な審議時間もないまま強行採決。そして、翌年４月より施行され“世界に名高い悪法”と 

まで言われた「障害者自立支援法」がスタートしました。では何が悪法なのか？それは「財政難の現状において、 

障害者であっても社会の一員であり、福祉制度の持続の為に１割負担やむなし」という最もらしい趣旨により金 

のない者から金を取ったからです。それから約３年半、私自身、この制度の中身や現状、問題点などの全てを把 

握している訳ではありません。これまでにも「障害者自立支援法」に対する私の想いは綴ってきました。応益負 

担について今さら述べるまでもありませんが、 あらためて私の視点から改善が必要と思われる点を挙げてみます。 

・施設や病院で生活している障害者は、在宅障害者を対象とした移動支援などの福祉サービスの利用ができない 

ゆうりんの家の会員さんの中には施設で生活されている方もおられ、外出時のヘルパー派遣の依頼を受けること 

もあります。しかし、移動支援などの福祉サービスは利用できず、ヘルパー派遣は実費負担となります。障害者 

年金が主な収入源の障害者にとっては経済的にかなり厳しいことが推測できます。外出時の支援が必要なのは在 

宅障害者だけではありません。在宅であろうと施設で暮らしていようと外出したい想いは同じだと思います。む 

しろ施設にいる障害者の方が外出の機会を求めているのではないでしょうか？ 以前から予定されていた、 来春の 

「障害者自立支援法」の見直しにより、施設によっては移動支援も利用できるとの話しを聞きますが、新しい制 

度では在宅・施設の線引きなく同等のサービスを受けることができる仕組みも必要ではないかと思われます。 

・福祉就労施設での矛盾点 

また授産所や作業所などの福祉就労施設では、行政からの補助金が利用日数に応じて支払われるため、利用日数 

が減れば収入も減少し運営に大きく影響しているとの話しを聞きます。運営が厳しいことから工賃が下がる施設 

もあるようです。また就労施設でありながらも、利用料などの負担が必要となり、働きに来ているのになぜお金 

を払わなければならないのか？ 働く意欲を奪いかねないこの矛盾は改善されるべきなのではないでしょうか。 

・障害者だけではなく、携わる多くの人たちの環境も改善されないと意味がない 

ゆうりんの家の田村理事長が常々話しています。障害者の自立には『ケア』『収入』『住まい』この３つが必要な 

んだと。新しい制度では、 「障害者自立支援法」のようなもっともらしく聞こえの良い名前だけの制度ではなく、 

本当の意味での障害者の自立を支援する内容であってほしいと思います。そして、障害者だけではなく、サービ 

スを提供するスタッフも含めた事業者など、双方が共存共栄でき、将来を見据えても長く安心して心豊かな暮ら 

しができる制度設計を望みます。 

声を挙げることが大切ですよね！ 

今回、廃止表明にまで至ったのは、これまで障害者当事者や関係する多くの人たちが、諦めずに粘り強く「障害 

者自立支援法」に対してＮＯ！を訴え続けてきたことの成果であり、それらの声が民主党などの議員に届き政権 

交代によって実現しました。当誌「障害者とのかかわりのなかで」に今回ご寄稿いただいた村井さんも綴ってお 

られますが、10 月 30 日に日比谷野外音楽堂で行われた「全国大フォーラム」に出席した長妻厚生労働大臣はあ 

いさつの中で「新しい制度は当事者の意見を聞きながら創設していく」むとの考えを表明しています。新しい制 

度は私たちの今後の暮らしなどに大きく関わることであり、廃止表明にまで至った経緯からも、しっかりと行方 

を見守りながらも、できる範囲で何らかの意思表示をしていくことがとても大切なのではないでしょうか？ 

最近は更新が滞り気味ですが…私のブログにもアクセスしてください！ 【Mizutani の雑記帳】http://tk4m.blog44.fc2.com/



「障害福祉サービス」って どんなんがあるの ？ そして今後はどうなんの ？ 

今回ご寄稿の「はるの里」は今夏“生活介護事業”に移行されました。私たち「㈲ビーオブエス」は在宅障害 

者の訪問介護事業者であり、入所や通所施設のことは、日常のケアのなかにありません。実は、この冊子を配 

布する多くの一般の方々から、 現行制度のことがもう少し分かれば･･･････とのご指摘も頂戴しており、 再度 簡 

単に説明します。(障害福祉関係者には、蛇足になることをお許しください) 

前頁までにもありましたとおり、長妻厚生労働大臣が、「応益負担という、①障害者の皆さんに重い負担と苦しみ、 

②尊厳を傷つける障害者自立支援法を廃止しようと決断し、③今後はご意見を拝聴し、４年間の政権の期間内で、④ 

応益負担から応能負担に変える新しい制度を創設していく」と述べ、喝采を浴びました。これは現行の障害者自立 

支援法が、世に名だたる悪法といわれた点、全て(①～④の改善の示唆)を変えてゆく意味からも、画期的な決 

断ですが、民主党政権は、今後どのような制度にするのか･････は、今のところ述べていませんが･･･ 

それはさておき、現行法の復習もちょっとだけ･････ 

障害者自立支援法は 5 つのポイントをもってスタート 

しました。 

１．障害種別に係わらず、サービスが受けられるよ 

う、利用する仕組みの一元化＝施設・事業の再 

編 

２．身近な市町村が責任をもって一元的にサービス 

の提供 

３．サービスを利用する者は、利用量と所得に応じ 

て負担する(応益負担)。国と地方自治体が責任 

を持ち、費用負担をルール化して、財源を確保 

し、必要なサービスを計画的に充実する。 

４．就労支援を抜本的に強化する。 

５．支給決定の仕組みを透明化・明確化する。 

これをもって 「障害者の自立」 を支えるとしました。 

私はこの法律が、真に「自立」にはなるとは考えま 

せん。 

なぜなら、3 項目の利用量(応益負担)が問題であり、 

これは自己責任で解決しなさいということ。障害が 

重いほど利用量が増えるのは当然の利。しかも、そ 

の前に障害があること自体が「自己責任」という概 

念で括ることに、障害者本人やご家族は いたたま 

れなさを感じた。 

それが上記の長妻大臣の言葉の④、そして①と②、 

これらに十分に審議することなく、自民・公明両党 

が法案を強行採決したことによる国民の反発③ 

これらをどう変えていくのか？ まずは多くの意見 

を聴くことから････それが第一歩であろうと私は感 

じる。 

障害福祉サービス体系には(ｱ)自立支援給付と(ｲ)地 

域生活支援事業・(ｳ)児童福祉施設に大別される。 

自立支援給付には・介護給付・訓練等給付・自立支 

援医療・舗装具の各項目がある。介護給付のなかに 

は、私たちの日々の業務である「居宅介護」・「重度訪 

問介護」・「行動援護(行動上著しい困難がある方に、行 

動の際の危険回避の援助や移動上の介護を実施す 

る)」・「重度障害者等包括支援」・ 「児童デイサービ 

ス」 ・ 「短期入所」 ・ 「療養介護(医療が必要な方で、医 

療機関で機能訓練、療養上の管理や看護・介護当日 

常生活の全般を担当)」 ・ 「生活介護」 ・ 「施設入所支 

援」 ・ 「ケアホーム」などがあります。 

地域生活支援には「移動支援(ガイドヘルプ事業)」・「日 

常生活用具」・「コミュニケーション支援」・ 「福祉ホーム」 

やその他また幾つかの支援がある。 

（この文字部分は、当社が行う福祉サービス事業の対象です） 

訓練等給付は、就労支援を目指し強化する本法では、 

大きな改正点のひとつでした。共同作業者や授産所 

などは平成24年までに全ての施設が新体系に移行す 

ることが義務付けられ、障害者の就労に関心を示す 

が･･･ 

これら施設のうち、約１／３程度は、まだ新体系へ 

の移行を見合わせている状況である。。 

就労移行支援 → 一般企業等への就労を希望する 

方に、就労に必要な知識・能力 

向上のための訓練などを行うよ 

うに移行された授産所で、 原則 2 

年間の期間。但し、施設との延 

長等は可能。 

就労継続支援 → Ａ型Ｂ型とあるが、これは雇用 

契約を結ぶか・結ばないかの違 

いだが、一般企業等での就労困 

難者に働く場の提供と、知識・ 

能力向上のための訓練などを行 

う。 

過去この通信に登場してもらった先は、 「レスピラー 

ル花の駅」が生活介護事業所に、その他全ては「就 

労継続支援Ｂ型」に移行されている。 

「はるの里」の生活介護事業とは→介護給付の範疇 

だが、常に介護が必要な方を対象に、施設での入浴・ 

排泄・食事の介護等を行うとともに、創作的活動ま 

たは生産活動の機会を提供する授産所です。 

中途半端ですが誌面がいっぱいになってしまいまし 

た。前回の反省に立って、【障害者自立支援法】を根 

本的に見直し、「はるの里 村井施設長」 や 「MIZUTANI 

の Shiten」でも訴えのあるとおり、今後速やかに、 

良い法律を新政権が作られることを祈りつつ･･･ 

（塩谷隆好）



〈MY ROOM〉⑮ 藤 木 雅 博 

（今年を振り返って） 

こんにちは。今回のテーマは、ちょっと早過ぎますが今年一年を振り返って書こうかと思います。本当はまだ 1 ヶ月 

残っているので来月に書きたいところですが、御存じの様にウチの通信は奇数月に発行していて、年明けでもと一瞬 

思いつつ、今年あったことは今年の内にという事にしました。 

この一年はこれまでと比べて事務所の色んな場面での変化がありました。その中でも一番身近な部分で現場レベル 

での環境が少しずつ良くなって来たと感じています。去年の終り頃から今年にかけて、この業界の人材難の中でもウ 

チの事業所に何人かのスタッフさんが入って来て、お陰様である程度定着した形で一年を過ごす事が出来ました。本 

当はまだまだ人手が必要（事業所の先々の事も含め）ではあるんですが、定着しているという事実が大事で、それま 

で人の出入りが結構あった事を考えると御の字かなと思います。まあでも人が増えてくるという事は皆それぞれが 

日頃考えている事もそれだけの分あるので、中々全部を聞くというのが難しく、常に動いている現場の流れを優先し 

た状態でした。それによって僕自身色んな場面で迷惑をかけていたと思います。僕一人が全てを聞いて解決する必要 

は無いんですけど、変なところで立場にこだわってた部分があって結局消化不良の状態で終わってしまってました。 

あれは確か今年の始めだったと思うんですが、ウチの田村会長からお手紙を頂戴しまして、その時の現場の状況に対 

しての事が書かれてありました。内容はそれまでも直接言われていた部分もあったんですが、その中で一番印象に 

残っているフレーズが、「周りのスタッフを信頼する事」でした。今考えるとナルホドなんですが、最初は手紙を読んで 

いて少し違和感を感じていて、僕自身周りのスタッフを信頼して仕事をしていたつもりだった事と、ここが事業所とし 

て始まってから関わりだして、何年も身近なスタッフ達と色んな事を手探りで作ってきてる部分がありました。ただ、 

作ってきた部分をうまく機能させるシステムと流れが殆ど無いまま過ごして来た事で、色んな問題も出てきました。こ 

の業界の仕事って言うまでも無く人間が対象なので、凄く人間関係の構築がデリケートだと思います。その中でもウ 

チの事業所としての理念を基に支援していく事が大事です。こういう事って皆に浸透していくまで時間がかかります。 

それで人が増えてくると中々行き渡りにくく、周りの声も届きにくい。悪循環の状況が出来てしまいます。間違っては 

いないんですが、自分達で作ってきた事に固執してた部分があって結局結果として周りを信頼していないという事に 

なったと思います。そんな中で今年の３月頃に、数名のスタッフさんの音頭で、現場のスタッフが集まってそれぞれ日 

頃思っている意見を出し合う事になりました。皆の意見を聞いていて、色々と考えさせられる事があり、自分の考え方 

を変えていくというか、壊していかないとダメだと感じました。これをきっかけにして、その後に何回かスタッフで集ま 

る事になって、現場の中で色んな事が明確になるシステムが少しずつ出来上がってきました。今までも形・役割という 

のはあったんですが、今現在やっている事に比べて漠然としていて、役割の受け渡しが機能していませんでした。人員 

的な問題があったのも事実なんですけど、今回作ったシステムでは今までと違って、色んな事がはっきりとして情報交 

換がスムーズに伝わり易くなり、僕も含めてスタッフの皆が動き易くなっていると思いました。それと、スタッフ皆が責 

任を持ってやっていく役割の中で自分達で作っていく面白さもあるなと思いました。僕個人としては、形を作っただけ 

では何の意味も無いので、今までと見方を変えて皆と関わっていく様に努めていきました。中々変えていくって恐さ 

があるんですけど、徐々に慣れてくると、皆に対して見えてなかったモノが色々発見出来て良かったと思います。まあ 

でもまだ始めたばかりなので、今後何かトラブルが出たりするかも知れませんが、皆で協力して解決していければと 

思います。あと、利用者さん目線では、目に見えた変化はあまり感じないかと思いますが、これから支援に対して内容 

を充実していきたいと思います。 

ちょこっとイイ情報 ～地上デジタルチューナーの無償給付支援が始まりました～ 

既にご存じの方も多いと思いますが２０１１年７月２４日で、今までのテレビ放送（地上アナログ放送）が終了し、地上デジ 

タル放送へ完全移行されます。まだ先のこと！って思っていたら、もう１年半後のことなんですね。地上デジタル放送 

を見るには「地上デジタルテレビ」に買い換えるか、 

現在お使いのテレビに「地上デジタルチューナー」を 

つなぐなどの必要があり、それらの対応ができてい 

ないテレビでは、２０１１年７月２４日以降、テレビ放送を 

見ることができません。地上デジタル放送への移行 

を所管する総務省では、簡易なチューナーの無償給 
付支援を行っていますので紹介します。 （水谷） 

誰が支援を受けられるの？ 

ＮＨＫの受信料が全額免除の世帯で、以下の世帯が対象。 

・生活保護などの公的扶助を受けている世帯 

・市町村民税が非課税となる障害者の世帯 

・社会福祉事業施設に入所されている人 

どのような支援を受けられるの？ 

・簡易なチューナーを無償で支給（テレビは給付しない） 

・アンテナ工事が必要な場合はその支援も行う 

お問い合わせは… 

総務省地デジコールセンター：０５７０－０７０１０１ 

ＮＨＫ受信料の全額免除について 
対象者や適応条件・手続き方法など詳細について 
は、下記までお問い合わせください 

ＮＨＫ視聴者コールセンター：０５７ ０－０７７０７７



編 集 後 記 

・レクや旅行などのボランティア活動の紹介が中 
心だったこれまでの通信。今号はそれら以外の 
「ゆうりんの家」の活動にスポットをあてて紹介。 
・秋レク準備と重なった今回の編集作業。発行が 
少し遅れたが、秋レクの様子も紹介でき是幸い？ 
・次回の新年号では明るい希望が持てる誌面に 
できれば…。そして、この通信が緩やかなネット 
ワーク構築の一助になれば嬉しい…ネ！（Ｔ．Ｍ） 

・今年最後の通信です。「ゆうりんの家 通信」で 
あり、〆に現在の活動並びに今後の方向も紹介。 
・長妻大臣が、私たちが望んでいたことを全て改 
善すると云ってくれたが、実施時期はいつ頃？ 
・「はるの里」も編集長も心待ち。今回編集長はか 
なり「力」が入っていた。編集長のコーナーは 
Mesen、Shitenで計19回。 来年からはRonten(論 
点)で各項目も深く掘り下げて･････ネ！（Ｔ．Ｓ） 

各種ご協賛賜りありがとうございます 

賛助会費 千幸様 

そ の 他 たこ満様、西村様 
岡本様、鈴木様、荻野様 

カラオケスペースさくらんぼ様 

今回在宅に転居されました 野本 

慶三様 よりも節目とのことで、多 

額のご寄付を頂戴しました。 

ビーオブエスより 新型インフルエンザ情報 
１０月下旬より妊婦を対象に新型インフルエンザのワクチン接種が開始されました。現在は基礎疾患（持病）を有する方々 
への優先接種が実施（下記表を参照）されています。ゆうりんの家の会員さんやビーオブエスの利用者さんの中には、優 
先対象の方も多くおられると思います。様々な情報が報道で飛び交う中、京都府においての現状をお伝えします。 

どうやって予約するの？ 
まずかかりつけ医に御相談ください。申し込みは原則、現 
在通院中の医療機関で予約してください。通院中の医療 
機関が接種を行わない場合は、主治医に「優先接種対象 
者証明書」を発行してもらったうえで、保健所などにワク 
チン接種医療機関をお問い合わせください。 

接種回数が変更になりました 
厚生労働省は、健康成人を対象としたワクチンの臨床試 
験の結果、接種 1回と 2回では、獲得できる抵抗力に差が 
なかったこと等により、ワクチンの接種回数を変更すると 
発表しました。（変更後の接種回数は下記表を参照） 

接種費用の負担軽減措置が実施されています 
生活保護世帯・市町村民税非課税世帯を対象に接種費用の負担が 
軽減されます。手続き方法など詳細は、保健所などにお問い合わ 
せください。なお、通常の接種費用は 1 回目 3,600 円です。基礎疾 
患をお持ちの方で、医師と相談の上 2 回接種となった方の 2 回目 
は2,550円（1回目と別の医療機関で接種する時は3,600円）です。 

新型インフルエンザに関する相談窓口 

当情報は１１月３０日現在、京都府のホームページ記載によるものです。 

ワクチン接種スケジュール(今後の予定・見通し) 

対 象 者 接種開始日 

妊婦、基礎疾患をお持ちの方 11 月 9 日から 

幼児(1 歳～小学校就学前) 

小学校低学年(1 年生～3 年生) 

11 月 30 日から 
(医療機関が決めた日に 
より順次開始) 

1 歳未満児の保護者 

小学校高学年(4 年生～6 年生) 
中学生、高校生、高齢者（65 歳以上） 

平成 22 年 1 月以降 

接種回数について(11 月 11 日現在) 

対 象 者 回 数 

妊婦 １回 

基礎疾患をお持ちの方 原則 1 回※ 
1 歳～13 歳未満の子ども ２回 

中学生、高校生 当面２回（今後検討） 
65 歳以上の方 １回 

健康成人 １回 

※著しく免疫が抑制されている方は医師と相談の上、 
2 回接種もありえる。 

京都府 新型インフルエンザインフォメーションセンター 

受付：平日 8 時 30 分から 20 時まで 

電話：0754145400 FAX：0754145922 

本通信は、会員相互の親睦や最新情報・各種取組み等の提供を趣旨に会員・利用者・関係者、機関及び要望される一般の方々にも多数 配布しています。 

今年は少し遅め？ 秋のレクリエーションで大阪へ！ 
１１月２９日（日） ～大阪市立科学館～ 

大阪で満天の星 
空を見てきまし 
た。街の灯りの 
明るさで、普段 
は 見 え な い 星 
も、プラネタリウ 
ムならバッチリ！ 
無数に輝く星空 
に感動！ 

科学館なので、 
昔の科学技術を 
いろどった展示 
物や天空にロマ 
ンを馳せる写真 
や模型などなど 
フロア毎にもっ 
と観たかったと 
はみんなの感想 

ゆうりんの家のレクで大阪を訪ねるのは初めてだとか。予想外のスケジュール 
の遅れに冷や冷やしましたが、プラネタリウムの時間には間に合いホッとしま 
した。でも、もう少しゆっくり見学してもらえたら良かったのですが・・・・・ （水谷）


