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含和4年富i日i番田(日)　　担当:田中地区

粟倉のEPOFARMさんにて､親子レクノ工-ション『お馬さんとふ

れあおう! 』を開催しました｡きょうたいを含む参加者18名へ保護者

を入れて37名が集まって下さいました｡お天気が心配でしたが､当日

は時折お目様が顔をのぞかせてくれ､気温も暑いくらいで絶好の乗馬日

和となりました｡

今回参加者さんたちを乗せてくれたのは､ベ-ジュの毛並みが素敵な

雄のランザくん､黒毛に綺麗な白メッシュの入った雌のソイジョイちゃ

んの2頭のお馬さん｡良くお手入れされていて､擾しい眼差しが印象的

です｡

ホ-スセラビ-はへ乗馬による心の落ち着きや

体幹の発達､お馬さんとのふれあいによる豊かな感

性の発達に大変効果があるといわれておりへ昨今

では様々な場所で寄われています｡

参加者さんの中には乗馬の際ドキドキしたり少　≡.

し不安な表情の方もおられましたが､全員がしっ　藍

かりお馬さんの背中に身を委ねることができまし

た｡皆さん背筋がぴ-んと伸び､とてもかっこよ

かっだです!

乗馬の後は工サやりやブラッシングも楽しみ､

笑顔溢れる充実した時間となりました｡お土産の

くれはす特製クッキ-も喜んでいただけて,嬉し

い限りです!ご参加ありがとうございました!

(報告者　立古めぐみ)



壊壕-　曳*　接

ホ-スセラピーたんばI　-緒に粟属しません加?

毎月1回　第〇土曜日(変更の場合あり, 9:30へ

工へカサル富士山牧場(現地集合･現地驚散)で

馬に乗ってますぬ　参加できるときだけの参加でOK !

料金:1.300円(当日集金)　ぎょうたいの参加もOK I

S問い合わせ･申込:小野さん(根北･大富士地区会員) 090-9394- 8929

EPOさんでは,児童発達支援･放課後等デイサ-ビスのしとA自こ

乗馬のプログラムがあって､多くの方が利用されていますよね｡

大人の障害福祉事業所のインディワ-クス等でも乗馬を日々の

活動に取り入れているそうです｡癒されそうですね⑦

ホ-スセラビ-は子ともだけのものではないですよ- !

団体での利用は今回のように可能です｡

個人で楽しむなら､近くは工へカサルで!

筆三園-��h齎*��g&��ﾒ�r��h�bﾕﾀ



十六市　Io即〇日(日)球筋通瑚商店街

例年のパザ-の代替企画として,十六市に参加しました｡育成

会の各事業所さんにご協力いただき､役員2名と地区長の計3人

で福産品を販売しました｡

初めての十六市参加でとても不安でしたが､お天気にも恵まれ

1 〇時の開始前からお客さんが来てくださいました｡慣れない接

客に悪戦苦闘しながらも楽しみながら参加できました｡

ふれあいのふきん､ <れはす1号棟の/¥葛プ製品へ　<ればす2

号棟のクツキ〇､いずみのサコツシュなどは人気で完売し, 3事

業所合計の売上は2時間で24,2〇〇円でした｡

わざわざ足を運んでいただいた会員さん･ご家族の皆様へ　ご協

力ありがとうございました｡ ~また各事業所関係者の皆様にもこの

場を借りて感謝申し上げます｡

(報告者　佐野美保･赤池幸乃)

担当:ニ申地区

施設見学会読常夏擬センターNEST I‖] zl日(*)

第2回は小泉の就労支援センターNES丁(A型･

日型)さんに7名でおじゃましました｡

NES丁は､ (有)フジ化学が2○○9年に立ち上げた事

業所です｡リ｣マンショックのあおりを受けていたそ

の当時､フジ化学の従業員38名中25名が障害者雇

用だったそうです｡障害者の継続雇用･安定雇用を図

るため､ 25名中20名を就労継続支援A型事業所に

移してスタ-トしています｡開所から1年後､利用者

を-般就労につなげるよう就労移行支援を､またその2年後には就労継続支霞8型を立ち上げ､今日に至っ

ています｡ (現在は就労移行支援からは撤退しています)

A型の現場では､施設外就労としてフジ化学で1日8時間メッキ加工作業をしています｡皆さん任された

仕事をテキパキこなし､活ぎ若きと聞く姿がとても印象的でした｡

日型では､部品の板入れ作業､プレス(圧入)作業へ検査作業の他に､ BBQスト-プの組み立てやパッ

ケ-ジング作業を寄っていました｡利用者さんが鋤きやすいようにへ特性に応じて作業環環を整えたりへよ

くある資材などを作業に合った道具に加工して個数管理や検査作業に使用するアイデアなど､作業の効率化

と障害特性に対する配慮を各所に感じました｡

利用者の皆さんが作業を通して｢働くことはどういうことか｣を学びへ仕事の達成感を自信につなげ固く

意欲を高めていける､そのための｢工夫｣がいたるところに散りばめられていました｡

一口にA型･ 8型といっても,事業所によってその内容は大きく異なります｡ ｢自分の子どもには何がで

きるのか｣ ｢どんな配慮があったら頑張れるのか｣など,我が子に合った事業所を見つけるためにも.事業所

の見学はとても意義のあることだと感じました｡

次回は1月後半′-2月へ行き先は検討中です｡お楽しみに!

(報告者　米山かおり)
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圏経書基礎年金を知ろう!
社会人1年目のお子さんの保護者さんからリクエストをいただ

き,勉強会｢障害基礎年金を知ろう! ｣を企画しました｡ 11月

27日(日)午前中､社会保険労務士の久松啓子さん(みらいブリ

ッジ社労士事務所)に講師をお願いし､福祉会館にて開催しまし

た｡非会員5名を含む20名の参加がありました｡

障害年金をめぐる問題としては､過去にへ｢障害基礎年金の裁定請求(新規)の都道符県ごとの審査において

最大6倍の格差がある｣という実態が報道(2014年8月)されました｡県ごとに障害年金の裁定がなされて

いた当時､不支給割合や支給停止割合が都道府県によって大きく違っていたのです｡審査が比較的甘い県､

とても厳しい県があったわけです｡そういった地域差を改善する目的で, 【活神の障害にかかる等級判定ガイ

ドライン】が2015年から策定され､ 2016年9月より実施となっています｡また､都道府県ごとに実施され

ていた認定審査は､ 2017年4月より全国一元化されています｡今の形になったのは実はけっこう最近のこ

となのです｡

20赫前陪審年金の開口

勉強会では特に｢知的･発達障害｣での｢20蔵前障害年金｣について､

詳しくお話をうかがいました｡ 1 8種類ある障害のうち､

･知的･発達 ･てんかん　として扱われます｡

①年金制度に加入していない20歳前の期間に初診日があり､

かつ②障害年金の1級･2級の状態になったときに.国民年金制度から

支給される年金です｡生まれつきの障害,知的障害の場合には出生日

が初診日となり(発達障害の場合は初診日の証明が必要) ,保険料を納

めなくても請求できます｡

2〇歳前障害での障害基礎年金の請求は､ -般的には2〇歳の誕生

日の前日以降可能になります｡前後3か月以内の診断書が必要です｡

市役所の国民年金窓口や年金事務所でまずは相談し,必要な診断書な

どの用紙をもらって準鯖していきます｡書類審査のみです｡

拝金の等勧
よく混同されるのが療育手帳等の判定ですがへ｢療育手帳が

A判定だからといって障害基礎年金が1級とは限らない｣のです｡

手帳は手帳へ　年金は年金へ　全く別の制度です｡ガイドラインに

よって1級･ 2級が定義され､診断書等で等級が決まります｡

有期認定(1 …5年後再認定)と永久認定があります｡

己断吾部とこも木筆!更緬も同じです!

勉強会の中でもへ｢診断害で7割方決まる｣という

お話でした｡専門家の中には､ 8割へ9割､人によっ

ては95%以上､とおっしゃる方もいるようです｡

【手続のおおまかな流れ】

年金請求寓などと合わせて提出

i　支給漉I i　不支給　1

上か目　上か月以内l
i年金振銅鉾i　回　国

等級 僖霎�ｧ｢�月額 僖霎��hｨ逸"�辷�ｸｹWHｾ��月合計 

1級 涛s"ﾃ#X�ｨ冷�81.02〇円 澱ﾃ#sX冷�87,295円 

2級 都srﾃ��ｨ�ｨ冷�64,816円 迭ﾃ�(�ｨ冷�69,836円 
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特に診断書の裏側､ 2.日常生活能力の判定で､

(1)適切な食事… (7)社会性の項目を､

できる1点へノできない4点のどこにチェックして

もらえるか､それを点数化して平均を出した数値が

右表の縦軸のどこに来るのか｡ 3〇日蔦生活能力の

程度(知的障害)の(1)へ(5)のどれに○なの

か(右表横軸)｡その詣栗によっておおよその判定が

出るのです｡診察前にやってみてください｡

障害児者の家庭において,大変なことが幣態化

し､とても大変そうなのに簡単にとらえていたりす

ることがよくあるそうです｡ ｢できます｣アピ-ル

もNG｡本人が〇人暮らしならできるのか, -番状態の

]s-ri2O雪　-~､--`- 3ff丁寧｢ -

i

I 5滴　1　　　　　　3鋤教卓3鰍該当

注)障害基礎年金に3級はありません｡表中｢3級- 2級非該当｣

ひどいときでどうなのか｡障害の±J:い同じ年頃の子と比べてどうなのか｡メモをもって診察を受けましょう!

また､就労時にどんな支援を受けているのか,就労先の意見書などをつけるのもいいそうですよ!

そして､病歴･就労状況等申立書を保養者の方が書く際も､ ◎診断書と整合性をもって

しっかり書く､診断書は◎先々に備えて､必ず開勃しコピーを取っておくへなど

アドバイスをいただきました｡

鴨鍋実線を自
どこで診断書を書いてもらえばいいんだろう?　しばらく受診していないような万にとってはまずは病院

探しから､になってきますね｡満神科､また小児科(発達)でも書いていただけるところはあるようです｡

地区会などの集まりのときに,情報交換をしていただきたいと思います｡ ｢こうするといいよ｣という先輩方

の声はやはり貴重です｡話題にしていただきたいです｡いつから永久認定になった?そんなお話もぜひ｡

障害基礎年金に対きる全回手をつ鯵<.育成会連合会の動き 

2020年の暮れに全国手をつなぐ育成会連合会で障害基礎年金に関するアンケ-トが行われました｡ 

｢療育手帳は最重度の判定なのに年金は2級だった｣｢就労しているからと害って不支給だった｣ 

｢更新により等級が下がった｣｢年金を打ち切られた｣出等々の不満が寄せられている-方､ 

●【精神の障害にかかる等級判定ガイドライン】のことを知らなかった⇒董逃込± 

●申請時の【日萬生活能力の判定】について､ 

｢単身で生活するとしたら可能かどうかで判断｣で答えることを知らなかった⇒絶筆塾 

日
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【就労状況確認】 (企業訪問に代えて)

企業訪問をする予定で準備していましたが､ 7月の終わりに中止の判断をし､

今年度もハガキ対応とすることにしました｡ 27社に対して状況確認の依頼をし

ました｡その結果について9月の相談員合同定例会で精報を共有しました｡

企業様からはへ･元気に頑張っている･大変助かり心強い

･ ･ ･等嬉しいお言葉もいただいています｡その反面､

･自己体調管理がうまくいかない･暑さで注意力が散漫になっている

･たまに指示がわからない時がある

･今後の景気動向によっては.活琵してもらう範囲が狭められてくる恐れがある

･ ･ ･等､課題と捉えるべき内容の詫載もありました｡

【在宅者訪問】

今年度は対面による訪問ではなくポスティング対応とし,各相談員で

PRカ-ドと粗品のウエットティッシュをセットにし, 3セットずつ11月

中にポストインするようにしました｡ PRカ-ドは今回独自に作成し､知的

障害者相談員に関する蘭学な説明と,担当相談員の氏名･連絡先を記載して

います｡

【施設情報調査】

児童発達支援･放課後デイサ-ビスの｢こぽんはうすさくら｣さん

を､ 11月11日に相談員代表者2名で見学させていただきました｡

施設内がとても明るく､支援する側の人･内容､とても充実しているように感じました｡

【相談寧倒報告】

ある企業様より｢若い人を雇用したい｣と連絡をいただき､チャレンジさんに話をつなぎました｡その企

業様は雇用するあたり､どこに相談したら良いのか分からなかったそうですが､ 『(コロナ禍前に〉毎年訪問し

てくれていた相談員の方に聞いてみよう』と,声をかけてくださったようです｡企業訪問を続けてきたこと

でお役に立ててよかったです｡　　　　　　　　　　　　　　　　　(令和4年度相談員代表　田村博美)

醒塾頭 ☆梱北･大富士地区☆

1〇月22日(日)福祉会館にて地区会を行いまし

た｡ 14名参加されました｡

陸がい者福祉センタ-小泉地域生活支援コ-ティネ葛タ葛の角替さんに『地域生活支援拠点事業等につい

て』の講演をしていただきました｡内容について､登録･利用について,事例を交えてお話いただき､緊急

時(主介護者や同居家族が何らかの理由で不在になる)に構え登録だけては不十分で､事前の事業所の見学･

体験をして事業所との関係を作ることも大事とのお話がありました｡

その後,角替さんを交え座談会を行いました｡地区の皆さんの近況や緊急対策をうかがいながらいろいろ

なお話ができ､緊急時について具体的に考えるきっかけとなりました｡　　　　　(報告者　小野保代)

※地区会や事業所の保護者会などで､コ-ティネ-タ-角菅さんに拠点の説唄をしていただけます｡

こ喬豊がありましたら､本部までご一報ください｡
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I宣 �ﾖ抱蔕���Fﾈﾋ���ﾈ�#i?ｨ,唔�cH��o�醜檍/�ﾗ8*(-ﾈ+X+ﾚ��

行事 �%99i&霎b�内容 

20嵩を 俑ｩfｺY�YW�7�&霎b�1月7日(土),今回は初めて午後からで計画中｡会場は 昨年同様市役所7階大会議室｡ 

祝う集い 儼��対象の2〇歳は26名｡(前号詫誠に誤りありました｡お詫びします) 
昨年実績を基本に実行委員会は12月19日一回のみ｡ 

午後開催ということもあり､今回は午前準備となります｡ 

児童の会改め みんなで作ろう会 儻域ﾘﾚｩ>ﾉ&霎b�9月の児童の会を見送って､2月5日(日)午前に別企画 

で実施｡対象は会員フアミリ葛どなたでも｡ 

練バシドで ��沼久保の日型事業所SEADROPSさんにご魅力いただ 

作って桝よう! 凾ｫ､紙バンドを使ったかご作りに挑戦しましょう｡ 

圃 剴卲^事業所についての理解も深まるようにしていきます｡ 

講演会 冉ｹYI&霎b�2月18日(土)の午前1〇時…で計画しています｡ 
富士宮市社会福祉陰議会石川みちるさんを講師に｢白鷺生 

活自立支援事業と成年後見制度｣を内容とします｡ 

詳細･案内は次号(1月末)に同封します｡予定に入れて 

おいてください｡ 

地区役員のす･百･の!　現在役員会は隔月開催､負担以上に得られるものもありますよ!

’¥ -’:_轟.,,-`-

1 1月の理事会で､ 5月の総会運営のあり方について下記のように決定しています｡

◎総会の運営は､型嚢挺身蓮墓室行います｡ 

各地区の役員さんは､総会時の係の分担(受付以外)がなくなります｡ 

各地区の役員さん1名で受付(地区ごと)を行う｡ 

役員の役割は｢より多くの方に総会に参加していただくこと｣です｡ 

令和5年度第17回通常総会は　5月28日(日)午前で予定しています｡
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亀鑑盛このあとの予定f齢金飽

日時 �>�vR�場所 

12月19日(月)19:○○~ �(�ｨﾜ�/��*H�*(��ﾗ8効醜橙�富士宮市役所 

令和5年1月7日(土) 鎚�x�ｲ��富士宮市役所 

受付13:○○′-式典13:30′- 佰ｹ��YD�(�ｨﾜ�/��,(�*"�7階特大会議室 

1月14日(土)13:〇〇一 ��8圷ﾊy&ﾙ4���･��)�ｩ&ｸ什9侈H�8橙�静岡シズウ工ル703 

1月28日(土)19:○○… ��cX��o�醜橙�福祉会館第1･2会議室 

2月5日(日)10:〇〇一 �-ﾘ/�,�,Xﾞﾈ.ｸ*H橙�福祉会館第1･2会議室 

｢紙バンドで作ってみよう!｣ 

講師就労継続支麗巳型事業所SeaD｢ops 

2月18日(土)10:○○′- 俎X�檠>�vZ)?ｨ�ﾙ�hｨ一凛x辷�馼ｼh,b�福祉会館第1･2会議室 

予定に入れて ��ﾉD靜8ﾊ��y7�ｩ�X,�*ｸ*�,h,儖X*h,H-j2�

講師富士富市社会福祉儀議会石川みちるさん 

2月19日(日)10:00- �ｩ(i&霎i&霎h橙�南部公民館和室 

3月2日(木)10:〇〇一 �6ｩ(i&霎i&霎h橙�福祉会館第1会議室 

3月4日(土)10:○○… 俶ﾉ(i&霎i&霎h橙�福祉会館剣作室 

3月4目(土)13:3〇一 冉ｹYI&霎i&霎h橙�福祉会館第3会議室 

3月12日(日)10:〇〇一 俑ｩfｺY�YW�7�&霎i&霎h橙�福祉会館第3会議室 

3月25日(土)19:○○… ��hｸﾈ処*ｸﾇ�*ﾉo�醜橙�福祉会館2階大広間 

5月28日(日)10:○○′- ��c�x��,ｨ�ﾙ�ﾘ橙�福祉会館安藤記念ホ-ル 

20議おめでとうございます　一壷遼

特別支援学校･学級卒業生

今和5年

20歳を祝う集い

とき　今和5年l月7日(土)

受付I3時一開式i3時30分

ところ　富士宮市役所7階特大会議室

対象の方には､高士富市より案内が届いていることと思います｡

期日までに出欠のご連絡をお願いします｡

匝三園 價ﾙtﾉ<�.碓��9y葵�:馘��ﾉW域ﾙW育8訷/�,(,�*闔y�ﾈ橙�
最近息子は｢懸賞｣にはまっています｡昔々の｢なすびの ��sC���ｨ�ｨ�｣#)W域ﾙW育8揵�##S3�ﾓ"�

懸賞生活｣を思い出します｡葛緒に買い物に行くと,懸賞 

ハガ手を探してきます｡とりあえず,ハガキの使い方や郵 �)､Z2dd���SCHｨｳ#"ﾓ�S�"�

厘の仕組みへ住所や名前の書き方などが身についてよいか 番��6b譁ｷW6V霧���'らF�2跏R讒��

なあ出ヤマザキパンの次はおかめ納豆出よりによって 

いかにも当たらなさそうなオ-プン懸賞｡いつまで続く? 兢(��HﾔﾉOﾈ��:�躡EB�米山かおり 

大物が当たるまで??それはいつ-?!(清) �+(ﾕH�:X+(�8ﾊ�9唔�Xｫﾘﾇﾘ,X+r��お待ちしてます｡ 


