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わが子を託せる共生社会tこ向け､
未来を切り開こう!

ないでしょうか｡また､高齢となり活動

所持者は､ここ周年で1万人強の増加が

今年度も､｢令和5年度社会福祉に関

に､新たなつながりが生まれたことを確

を県へ提出しました｡皆様

あり､3万7千人を超えております｡会

から多くので｣要望や｢｣意見をいただきあ

に参加できなくなったからと退会を申し
出る人も目立ってきました｡育成会はそ
のような人たちのために手をつなぐ支援

信しました｡今までにない開催方法であ

りがとうございました｡特に強く要望し

の会を目指してきたのではないでしょう

静岡県手をつな
ぐ育成会の会員の

たい項目にまとめました｡その一番目に

か｡｢8050(はちまるで｣‑まる)問題｣

りましたが大成功だったと思います｡関

を上げさ

皆様､コロナ禍も

3年目となり収束
の兆しも見えない
緬書中.感染E止に気
を付けながらの育成会活動にご尽力さ

｢インクルーシブ教育の充実｣

が現実化しております｡具体的な方策が

員の皆様のあたたかなまなざしと支援の
手を若い親御さんへ差し伸べていただけ

れていることに心より敬意を表します｡

せていただきました｡育成会は､静岡県

必要です｡

する要望書｣

｢将来の健全

係された皆様に感謝いたします｡

また､障害のあるわが子たちに献身的に
支援していただいている､福祉事業所を
はじめ関係者の皆様に深く感謝申し上

のインクル‑シブ教育が障害のある人の
ためだけでなく､すべての

斉副会長が､｢歯科の

会の辞で､杉本
を育むものであり､二度と津久

な大人｣

く3年前に開けていれば子どもたちや

清先生のご講演を､コロナ禍がな

井やまゆり園の悲劇を起こすような誤っ
た障害概念を持つ人間をつくらない教育

皆さんの健康にもっと寄与したと思いま

服部
の推進を要望しました｡

先日､3年ぶりに行われた県大会の閉

げます｡

さて､静岡県育成会はコロナ禍の中で
はありますが､昨年度､東海北陸手を
つなぐ育成会大会を沼津市で開催しまし
た｡会場参加者は､仝育達の久保厚子会
長はじめ主だった方々と県内育成会関係

イズコロナ｣

いただきました｡新たな試みとして､オ
をして

ンラインで開催した本人部会では､それ
｢わがまち自慢｣

は､まだ当分続きそうです｡

の充実感を味わうことができました｡｢ウ

ることができました｡久しぶりに県大会

れたことに皆さんの共態のうなずきを見

と言わ

今回の本紙の特集は､育成会の在り方
について取り上げられています｡本県育
成会も急速に進む少子高齢化と生活様式
の多様化の影響からか､若い会員の入会
減少と役員の高齢化が顕著となり､活動

今後も感染予防対策を徹底して､活動を

す｡この3年が悔やまれます｡｣

ぞれの地域より

を休止する支部も出始めました｡しかし､

力強く進めていきましょう｡

者とし､東海北陸ブロックの｢市6県の

もらいました｡皆さん元気に堂々と発表

育成会の対象者である静岡県の療育手帳

皆様にはオンラインでのご参加とさせて

をされており､大変頼もしく思えると共

手をフなく‡ 2

ルデ(沼津市)を会場とする｢第5

3国手

8日(土)､プラサヴエ

とう下しざいま

本当にありが

です｡皆さま､

正直な気持ち

は素晴らしいものとなり､安堵したのが

議論を経て完成した式典やシンポジウム

考になるものでした｡結果的に､様々な

③防災に関する内容が具体的でとても参

とができました｡支援者の皆様におかれまし

ちじまんを発表し､楽しい時間を共有するこ

皆さんは､それぞれに工夫を凝らしたわがま

の本人部会の仲間が参加しました｡各県市の

から4か所をインターネットでつなぎ､多く

その他県内中西部からは3か所､また他県市

当日は､県内東都地区の方のみ会場で参加し､

がまちじまん｣をテーマにあげました｡大会

が楽しめるものにしようということで､｢わ

寮63国手をつ榎く育成会東海職種大会

をつなぐ育成会東海北陸大会･静岡大会｣
した｡

尾麓正弘(沼津市子をつなぐ育成会･会長)

たことから､メイン会場は､表彰者と役

延期しての本大会､依然コロナ禍であっ

ば成功できな

力が

たこと､

なけれ

県事務局の協

末筆ながら､

星大学の吉川先生から｢本人部会は仲間と

者一同感謝申し上げます｡本会の初めに､明

くの支援者がご協力して頂けたことに､企画

されたと思います｡本人部会成功に向けて多

ては､事前の準備や発表練習など大変ご苦労

2月1

員等会場設営者のみ最小限の人数に絞ら
か

楽しく学んで成

令和3年｢

実行委員長

‑こどもの力と朝の舞扇が未来の地域をつくる‑

｢すべての人が地境で要ふして垂らせる社会の実現｣

が開催されました｡コロナの関係で1年

せていただきました｡本大会の内容につ

皆さまにお伝

長するところ｣

美さん
(三島市)

(函南

と私の4名

(伊東市)､佐藤則博さん
慶さん

っ

えさせてくだ

というお話があ

きましては､コロナ前から､山本真由
町)､東方

さい｡

したが､コロナで大会自体が延期､いっ

に趣旨にあった

企画となりまし

た｡今回の経験

た｡しかし大会当日､メイン会場の式典

した｡しかし､新型コロナでやむなく大会が

ロビ･語り合いの二つの企画を計画していま

20｢9年の計画当初､バスツア1とエア

しています｡

がることを期待

本人活動につな

れからも活発な

東海北陸大会

りましたが､真

で幾度となく会合を重ね､ほぼ完成しま

本人部会
佐藤則博

では山本真由美さんの司会や佐藤則博さ
んのご子息が作成した表彰者を紹介する

延期となり､本人部会は中止との声もありま

(文責)

東部地区連合会

ビデオ､シンポジウムにおきましては①

したが､オンラインでの開催に挑戦してみよ

を活かして､こ

コロナ禍での育成会活動のあり方､②陸

うということに三｡どうせやるなら本人たち

たんすべてが塩漬け状態になってしまい
ました｡最終的には規模を縮小して開催
する方針を決定､大幅に内容を変更しな
ければならない状況に大変苦慮致しまし

がいのある人の高齢化や ｢親なきあと｣､

令和誌四年十一月七日

(日曜日)

に中部地区育成会

今年3月､浜松市と浜松育成会の協働事業｢福祉事業所フェ

ことができました｡

ア｣をオンライン参加と会場参加のハイブリッドで開催する

コロナ禍の中新しい生活様式での育成会活動を模索

マであります ｢親亡き後を考える｣ ｢共生社会｣をテー

業所が法人ごとにブースを設け､障害のある人とその家族が

福祉事業所フェアとは､主に就労系の障害福祉サービス事

の相談員 役員研修会事業として､私たちの最大のテー
の上映

別企画｢みんな､げんきかい｣を開催しました｡これは､

｢普通に死ぬ｣

しっつ､当会では昨年度2月末から3月初めに緊急特
マにしたドキュメンタリ1映画

担当者と直按お話しすることで､双方の理解が深まり､適

①コロナ禍により会う機会が減った会員の状況確認

このドキュメンタリー映画は平成と4年に上映されま

会を開催しました｡

切な福祉サービス利用につなげることを目的とした企画で､

目的として､全会員を対象にして実施しました｡

の続編となります｡この間九年

②アンケートにより会活動への意見や要望等の収集を
した

20‑8年から行っている事業です｡

境を実直にとらえた物語です｡当日は､コロナ惑染症

｢普通に生きる｣

の経過と共に変化してきた家族の環境や本人の生活環

という想いで｢福祉事業所フェアのハイブリッド開催｣を市

なくされていましたが､情報発信を途切れさせてはいけない､

実施方法は､コロナ禍について､これからの育成会

活動についてなどの閻単なアンケートを事前に配布､

マスク着用･

対策として､午前中の部･午後の部の二回上映とし入
場の際には参加者の健康状態チェック

に提案し､実施することができま

⑧困りごとや心配

手指の消毒等惑染症対策には万全を期して開催しまし

した｡

機して､①アンケ‑卜を受け取る

た｡当日は､中郡地区役員や本人部会の皆さんにもご

動画またはスライドショ‑を作成

た事業所に5分程度の事業所紹介

対面での活動が制限され､福祉事業所フェアも中止を余儀

日時会場を設定し会員に最寄りの会場まで足を運んで
いただき､会場には支部役員や知的障害者相談員が待

協力を頂き
開場前や会
場内の案内

していただき､参加者が会場また

ログラムです｡当日会場には55名

設けず､企画に賛同していただい

し て ､ 入 場

の視聴がありました｡企画に賛同

の参加､オンラインではS端末で

を用意しました｡副産品はコロナ袖により収入が減少

返礼品は､不織布マスク(帥枚入り丁箱)と福産品

③返礼品を配布するという方法を取りま

整備をしま

はオンラインで視聴するというプ

事など伺う

している障害者就労支援施設の収益増に繋がればと考

した｡おか

今回はブースでの相談の機会は

え､B型事業所の焼菓子を採用､またこの事業に賛同

げをもちま

した｡

て配布しました｡

いただいた吉永地区福祉推進会楼からの協賛品も併せ
5会場7日間で､およそ｢2〇人分のアンケートを

を超すとい

者が二百名

です｡開催後はYou丁ubeで

してくださった事業所は1 8事業所

布し､アンケートの回収率は的83%になりました｡会

響があり､

う大きな反

回収､その後支部役員等の協力で全会員に返礼品を配
場では久々の再会を喜び､近況や悩みなどを伺い､頑

｢オンラ

のアーカイブ配信も行いました｡

張ろうねと声を掛け合い笑顔で帰る会員の様子に､やっ

育成会会員

イン｣

て良かっだなと思いました｡自宅訪問した役員からは､

への情報提供の手段としてはた

ですが､コロナ禍で会員

いへん有効だと思っています｡

まだまだ発展途上の
いうテーマ

オンラインに限らず､これから

と

に 一 石 を 投

なき後｣

人との繋がりが希薄になっていく時代ですが､繋が

じたのでは

が抱える｢親

りを大事に互いに支え合って活動していきたいと改め

思っています｡

も工夫しながら活動できたらと

できて良かったとの惑想かおりました｡

て思いました｡アンケートでいただいたご意見等は､

いました｡

ないかと思

暫く会っていない会員の顔を見て生の声が聞くことが

今後の育成会活動の参考にしていきたいと思います｡

詞爛帽鰯掴爛閣網憫網掴弼棚田運強運種国運害

に展開できるよう､政府が災害派遣福

難生活において必要な支援を組織的

えるはずの災害関連死を防ぐことや避

陸がい者であったことも事実です｡数

の多くが災害弱者といわれる高齢者や

生命が数多く失われました｡また､そ

関連死によって本来救えるはずの尊い

本地震では直接的な地震以外にも災害

近年日本で起きた東日本大震災･熊

災意識を高めておくべきだと思います｡

害が全国で起きている今だからこそ､防

地震や風水害など毎年のように大きな災

した避難訓練をされているでしょうか｡

皆さんは災害への備えや災害時を想定

リアージとは蘭単に言うと避難生活をさ
れている要配慮者の状況をアセスメント
して､福祉的な支援が必要か否かを整理

送支援･医療連携になります｡福祉的ト

おける福祉的トリアージ･環境整備･移

たちの支援活動の主な役割は､避難所に

え修了者は24｢名になっています｡私

した｡これまでに5期の登録員研修を終

て､有事･平時の活動に取り組み始めま

員が災害支援の派遣登録員研修を修了し

育士･ケアマネージャー等の福祉専門職

体に属する社会福祉士･介護福祉士･保

体･4職能団体で組織されています｡団

支援ネットワークに属する｢ 2福祉関係団

しました｡静岡DWA丁は災害福祉広域

託を静岡県社会福祉協議会が受けて発足

とをためらわ

所へ出向くこ

気にして避難

がいのあるで｣

も発災時に陸

ます｡皆さま

検討されてい

ペースの設置など指定避難所において
も配慮の必要な人たちの負担軽減策が

ます｡プライバシ1の配慮や福祉避難ス

まって避難所運営も大きく進化してい

近年のコロナウイルス感染防止策も相

実施などを行いました｡

メント･福祉相談コーナー･健康体操の

人)
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7日間･派遣人数5
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a｢eに)

(静岡DWA丁登録員)

9年度に静岡

し､必要に応じて福祉的支援に結び付け

ず､まずは安

支援センタ‑わかぎ

a r e

ていくことです｡発足後､平成的年西日

社会福祉法大小羊学園

i n

本豪雨･令和3年熱海市土石流災害にお

全を最優先に
避難計画をお

静岡DW
e‑f

家族のことを

で避難所内における要配慮者アセス

3人(延べ2｢5

*令和3年全国的な名称統一のため

いて現地活動をしました｡特に熱海市土

考え下さい｡

祉チームの設置を各都道府県に要請し

a｢eから

石流災害は県内での発災でもあり､派遣

w

｢こうやって拡めま

(啓発キャラバン隊研修プログラム)

①話題提供⁚テーマ

した･つながりました｣花笠ほ‑ぶ隊

催趣旨と

いいの?｣

の役所や学校とどうやって繋がったら

｢教えて‑･地元

昨年度まで啓発キャラバン推進委員会
し ､ 親 し

②シンポジウム⁚テーマ

が､今年度から名前を改め､啓発キャラ

ていないことがわかっています｡また立

すが､まだ正会員の半分にしか設置され

現在全国に拡かってきている啓発隊で

者で構成されています｡

静岡･兵庫･広島･福岡の啓発隊の代表

幸子さんを筆頭に北海道･山形･千葉･

こちらの委員会は､全国副会長の小島

ていくた

より広げ

の活動を

ラバン隊｣

｢啓発キャ

を広める

特性理解

などを通
して障害

をお願い致します｡

努力していきますので､下し理解､ご協力

けて

る予定です｡今後も共生社会の実現に向

ライン参加的端末でハイブリット開催す

市役所を会場に､会場参加者5 0名､オン

以上のE容で.博月｢2日兵庫県たつの

ション利用)

イン組はZ○○mブレイクアウトセッ

(小学校バージョ

ち上げても､コロナ禍ということもあり

め ､ 今 年

ン)

③実演⁚広島あび隊

eb推進委員会として､一般

バン隊･W

みやすい
疑似体験

活動が出来ていないチームもあります｡

も ｢啓発キャラバン隊研修会｣ を開催す

社団法人仝国手をつなぐ育成会連合会の

わたしたちは､啓発隊の立ち上げや立

ることとしました｡5回目となる研修会

障害者理解を全国に広めるために

(オンラ

ち上げた後の活動を応援していきます｡

は､新型コロナウイルス惑染症への対応

④グループディスカッション

そしてこの度､毎月委員会メンバーが

が求められている現状をふまえ､今回も

中に出来ました｡

z○○mを利用して会議をし､啓発キャ

｢地元の役所や学校

人数制限しての会場参加とオンラインで
(ハイブリッド)

開催とし､テーマは

を開催

ラバン隊研修会

する運びとなりました｡

として当日､参加できな

かった方のために動画サイトでの見逃し

との繋がり方｣

が増える中にあって､障害特性を地域の

配信もいたします｡

地域で暮らす知的･発達障害のある人
方々に正しく理解していただくことを開

手をフなく‡ 6

★各市町手をつなぐ育成会の運営に関するアンケ‑ト
<アンケ‑トの趣旨>

回答率: 86%

コロナ感染症によりへ私たちが大切にしている人と人との繋がりが希薄なものとなり,育成会の
運営における課題がより顕著となりました｡そこでアンケ‑トによって､会員お〇人お一人が課題を
共有することにより､親亡き後を託せる育成会の運営の在り方を共に考えていければと思います｡
Qここ数年の会員の状況について
･減少傾向

･増減はないが高齢化進んでいる

Q役員の選任状況

r

"

ヤングケアラー.声tjき叫び

ヤングケアラ‑(まこんな子どもたちです
裁喪にケアを響きするJ￨がいる縄姶lこ.大人糊皇うよう柳重任を弓1善愛
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面の.ウトポ‑ト±J:とを行ってl ¥る18諦面の子ともをいいま‑す｡

◆電話と｣I NE

静岡県がヤングケアラ‑の相談窓口を開設

賀茂地区は0558(23) 4152
中部地区は054(273) 4152

東部地区は055(924) 4152
西部地区は053(458) 4152

ライン窓口は正午一午後8時で､社会福祉士らが相談に乗る｡
<事務局長紹介>
令和4年4月から事務局長を務めます増田吉則です｡ 38年間の県職員時代は､

障害福祉と子ども子育て関係の仕事が中心でした｡とりわけ､知的障害児者
福祉は､ 35年前に障害福祉課精神薄弱者福祉係に配属されて以来のライフ
ワ‑クです｡当時の手親会の皆様から多くを学びへ 育てていただいた恩返し
が出来ればと日々努めておりますので､どうぞよろしくお願い致します｡
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