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各事業所の主な行事
12月 クリスマス会
毎年、滋賀県の大津プリンスホテルの研修施設にて障がい福祉を中心とした大規

1月

お正月

模な研修会が2泊3日で開催されています。トムトムでは今回も、2月7日～9日にか

2月

節分

3月

桃の節句・卒業祝い

けて、4名の職員がこのフォーラムに参加してきました。トムトムの職員として福
祉の現場で働く思いや、研修で感じてきたことを、報告としてご紹介いたします。

本部総務 鶴田 佳代子
アメニティフォーラムの会場である大津プリンスホテルに着いてみて、想像以上に規模の大きい大会
だと感じました。参加者の数、ポスターセッションの出展数、そして政治家の面々… 過去のプログラ
ムを追っていくと、このフォーラムには回を重ねる毎に多数の政治家が集うようになってきているよう
です。こうして参加者の中に多くの役人の名が連なり、そこで議論された内容が国の障がい者施策に反
映されていくのであればこれは大いに有意義なことでしょうし、どんどん発展していくべきだと思いま
す。ただ、私が参加したセッションでは、現状の問題を把握する手法が、数字とデータの分析によると
ころが多く、現場の実情をどれだけ把握しているのかがわかりづらく、私自身がまだ障がい福祉の分野
について勉強不足である点を差し置いたとしても、お役人の方の話は中身がストンと落ちてこないとこ
ろもあったというのが私の正直な感想です。
対して、二日目の「発達障がい」のセッションでは、有識者・支援側の職員と共に壇上に上がってい
た、強度行動障がいの子を持つ親の方の話はとても心に残りました。その内容は切実で生々しくて一番
説得力があったと思います。強度行動障がいには、対応する標準的な手法が確立されていないために専
門スタッフの養成・トレーニング等が進まず、利用者とその親は受け入れ先が見つからずに途方に暮れ
るしかないのが実情であり、この現実を何とかして欲しいという切実な訴えでした。誰であっても、誰
もが地域で豊かに暮らしていけるよう、当事者視点で発信された声を支援につなげていくためにも、政
治と現場の距離が一層縮まるよう、一方的に講演を聞くだけでなく現場で働く職員・利用者・親など当
事者同士が顔を突き合わせるワークショップの形式がもっともっと多く開かれることを願います。
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本部総務 深山 裕美
私は事務職として入職2年になり
ます。今回の研修は、現場職員の参
加者が多く、最初は自分に話しが理
解できるか不安でしたが、請求業務
を行いながら制度を理解していきた
いと思っている私にとって、現在の
福祉施策や今後の動向などについて
の講義は、とても勉強になりまし
た。また、まさに障がい福祉分野に
おいて今目の前にきているサービス
等利用計画の作成について、行政、
親、相談支援事業所職員が同じ舞台
の上でそれぞれの立場での現在の状
況や想いを語り合いそれを生の声で
聞けることもアメニティフォーラム
の醍醐味なのではないかと思いまし
た。
職員のメンタルの問題について精
神科医の先生のお話しもありまし
た。福祉や医療に携わる人間は誰か
を支える職業で、ついつい自分を支
えてもらう事を後回しにしたり、支
えてもらったり頼る事を苦手とする
人が少なくないそうです。 先生の
「人は一人でなんか生きていけな
い、誰かに頼っていいんだよ。純
粋、完璧を求めず矛盾や恥も受け入
れ、生き方に余裕を持つことが大
事」という言葉が印象的でした。そ
れが、心を健康に保つ秘訣だそうで
す。
このフォーラムでは福祉施設の理
事や職員の方の他に厚生労働省の
方、政治家、大学教授、様々な立場
で様々なテーマで講義が行われま
す。ついつい難しくて避けたくなっ
てしまうような講義もきちんと耳を
傾けていれば、何かしら吸収できま
す。福祉に携わる人間として知って
おかなければならない知識がたくさ
んあり、その知識の乏しさに気づけ

た事も今回、勉強になりました。この
貴重な体験を今後に活かしこれからも
前進していければと思います。

えぽっくハウス
（生活介護・就労継続B）野口 次郎
２月８日、関東では４０年ぶりに
大雪が降った最中、滋賀県大津プリン
スホテルで開催されたアメニティー
フォーラム１８に参加させて頂きまし
た。
２泊３日の勉強会で、全国各地か
ら１千人以上の福祉関係者が集まり、
ホテルに缶詰め状態で朝から晩まで研
修を受けて勉強をするというイベント
です。
今回、トムトムとしては４年ぶり
にポスターセッション（法人の紹介、
自主製品等を販売するブースの出店）
に参加しました。法人のパンフレット
やトム通信の配布、自主製品の販売や
作業工程を紹介する事で多くの方に興
味を持って頂きました。ポスターセッ
ションに参加することで多くの方と情
報交換、交流の場となり貴重な経験を
積む事ができました。

ぶんぶん
（居宅介護・移動支援）石井 学
今回の研修では、主に「強度行動
障がい」「障害者虐待防止法」に焦点
をあててプログラムに参加致しまし
た。強度行動障がいの講義では、全国
各地の施設で行っている独自の対応方
法や工夫、登壇者の医学部教授や自閉
症協会の方々の考えを聞くことが出来
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ました。例えば、彼らの特性を理解
できず追い込んだ結果が行動障がい
である為、専門家の養成、環境整備
を含めた外部からの施設コンサル
テーションの活用・少しでも本人の
ストレスを減らしてあげることによ
り、余力が生まれる⇒大きなパニッ
クになりにくくなる・先の見通しが
持てない、やることが無く時間を持
て余すことによって落ち着きがなく
なる、といった意見が挙げられてい
ました。
障がい者虐待の部分では、2012年
に「障害者虐待防止法」がスタート
し約1年半が経過しておりますが、
知的・発達的障がいのある人は特に
虐待リスクが高いという点で、まだ
まだ課題が多いことを実感致しまし
た。一番は職員の人材育成であり、
研修を通した通報経路の周知や虐待
に対する職員間の共通した視点が大
事であると学びました。
また、障がい者の家族や親族に対
する支援（福祉サービスを利用して
休息に当ててもらう）にもっと力を
入れる必要があると訴えておりまし
た。
講義を聞き、今後私たちは虐待を
起こさないためにも、何ができるの
か日々考えていくことが必要である
と考えさせられました。
今回の研修に参加したことによ
り、初めてお会いする同業の方々と
の交流も良い刺激となりました。普
段接することのない関西方面の方と
も情報交換をすることができ、機会
があればスキルアップのためにも、
また参加したいと思っております。

♪
助かったヨ
担だけど
負
己
自
３割分は

テックスープジャパ
ンＰＣソフトウェア
寄贈プログラム
特定非営利活動法人
日本ＮＰＯセンターが
運営するテックスープ
ジャパンのＰＣソフト
ウェア寄贈プログラム
に申請し、最新のソフ
トウェアを寄贈して頂
きました！事務の効率
化や委員会活動に役立
てていきたいと思いま
す。

車いす対応
10人乗り普通車 1台

車いす対応4人乗り
軽自動車 １台

第９回かながわイー
パーツ リユース
ＰＣ寄贈

8人乗り普通車 2台
4人乗り軽自動車 1台

認定特定非営利活動法
人イーパーツが主催す
る、かながわイーパーツ
リユースＰＣ寄贈プログ
ラムに申請し、２台のパ
ソコン寄贈の決定を頂き
ました！
申請の目的は、各事業
所での現場事務の効率化
とスキルアップです。
１月１８日には、イー
パーツ常務理事の会田
和弘氏講師のもとＰＣセ
キュリティについての講
座を受講させて頂き、パ
ソコンやインターネット
の安全な利用方法や危険
性について楽しく学ぶ事
が出来ました。

トムトムでは現在、自動車を16台所有しています。そのうちの12台は中古車
両で取得しているので、中には乗り心地が良いとはいえず、利用者様にはご不
便をおかけしている車両もあり、毎年修理代やガソリン代は増える一方です。
そんな中、利用者様により安全に心地よく乗車して頂きたい一心で、昨年に
引き続き、今年も日本財団助成車両の申請を行いました。（ちなみに昨年は2
台、助成頂きました。） 今年は、7,349件の申請があったそうで、うち2,079
件の助成が決定され、トムトムはその厳選された中から、なんと5台も決定を
頂くことが出来ました。（バンザイ！）
助成決定後も、納車や保険加入の手続き、完了報告書、運行報告書の提出等
と、事務手続きは沢山ありますが、ピカピカの車両で気分も新たに、少しでも
充実した支援に繋がればと思っています。私は現場ではなく事務方ですが、縁
の下の力持ちとして、少しでもお役にたてるようがんばります！
あああああああああああああ
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／本部総務：深山

リレートーク

平塚支部のぶんぶんで重度訪問介護を受けてい

珍しく、難しそうな対応をされることが多いので

る利用者です。私は出産の時、難産で１種１級の

す。でも私からみると、私がそんなに難しいこと

脳性マヒになってしまいました。私は今、座席が

を言っていないと思うのに、なんで相手に通じな

上下する電動車イスと、状況に応じて手動車イス

いのかなと思う時があります。例えば、「車イス

を使って生活をしています。

に乗っている人は、階段を上り下りが出来ないか
ら、エレベーターや人の助けがちょっとだけ必要

私は結婚して２０年で、１種２級の脳性マヒの

なんだよ」。これは、「出来ないから手があると

夫と１６歳の娘と３人家族です。昼間、夫と娘が

き手伝って」と単純なことのように思えるのです

会社と学校に行っています。夫と娘はもちろん、

が、たまにヘルパーさんに通じない時がありま

ぶんぶんのヘルパーさんと他の会社のヘルパーさ

す。そういう時も、どうしてもやってもらいたい

ん、その他の福祉サービスの方達の助けをいただ

ことは「これが出来ないから、これをこうして」

いて、私は生活しています。私だけが生活を支え

と丁寧に私は頼んでいます。反対に、頼んだけれ

てもらっているというより、家を支えている主人

ど後でしていなかったというのが、一番私にとっ

と、これからの未来を生きていく高校生と、３人

て困ることなのです。私がやったことになってい

の普通の家庭のハンディな部分を支援サービスで

ないからです。

支えてもらっているのです。

ぶんぶんのヘルパーさんには、私の希望もいく

ヘルパーさんが入っている時間だけ、私が車イ

つか叶えてもらっています。例えば、ヘルパーさ

スでテクテクと歩き、コトコトと仕事が出来るの

んを２人対応にして頂き、何度か公共の温泉施設

です。私がもし、障がいがなかったら、自分でし

にも行くことが出来ました。自宅とは異なり、広

て い た こ と で す。私 は、「今 日 は 何 を し よ う か

いお風呂でリフレッシュすることが出来ました。

な」「何をヘルパーさんに頼んだら、後は自分で

私は今、人生を生きていっている最中です。皆

できるだろう」「今日の食事のメニューはどうし

が健康で安全に暮らせるように祈っています。ヘ

ようかな」と考えるのです。

ルパーさんには感謝の気持ちでいっぱいです。い

ヘ ル パ ー さ ん が い な い 時 間、私 は自 分 の ト イ レ

つも本当にありがとうございます。これからも宜

も、飲み物を飲めるようにセットすることも、家

しくお願い致します。

族のご飯さえ盛ることが出来ない、重度障がい者
に 戻 っ て し ま う の で す。だ か ら、家 族 だ け の 時
は、自分のことは自分で、娘はお母さんの分、お
母さんがしなくてはいけないはずの分、夫は妻の
分、家族の分まで、毎日やってくれています。
国内では、重度の障がい者が結婚し、家庭を持
つということは数少なく、例外と言っていいほど
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リレートーク

こんにちは。戸邉雄太郎の母です。雄太郎は現在

く離れられたね～！」と言われることがありま

24歳、ケアホーム「とむ郎」に入居し、茅ヶ崎市内

す。とても悩みましたが、失敗してもまだやり直

の他法人の通所施設に通っています。

すことができると思い、お願いすることにしまし
た。

トムトムとのお付き合い（契約）は、雄太郎が中
学2年生のとき、支援費制度が始まった年からですの

決断できた一番の理由は、トムトムと「とむ

で、10年以上たちます。主に移動支援のサービスを

郎」責任者さんへの信頼！の一言です。それに、

利用させていただいていました。

今回、ご縁が

ショートステイや通所先で体験ホームを経験して

ありトムトムで初めてのケアホーム「とむ郎」に入

きた事も少しだけ後押ししてくれました。自宅に

居することになりました。「とむ郎」では20代の男

いたときよりもよく気が付くようになり、言葉で

性5人で暮らしています。世話人さんはトムトムのヘ

伝えることが多くなりました。会うたびに成長し

ルパーさんとして養護学校当時から知っている方も

ている雄太郎に頼もしさを感じることができるの

多く、安心しておまかせしています。

も、密着親子に程よい距離ができたおかげです。
感謝いたします。

ホームで暮らしはじめて早いもので1年が経ちまし
た。当初は、ケアホームで暮らすことを説明しても

雄太郎には、自閉傾向と重度の知的障がいがあ

経験がないためか理解できず、引っ越しの荷物をみ

り、突然のパニックや不安定になることは、まだ

て『や だ っ て！』と 不 審 顔。「と む 郎」へ 見 学 に

まだ収まる様子はありません。自分の決め事への

行 っ て も 数 分 で 出 て き て し ま い ま し た。入 居 初日

こだわりも強く、周りの方にも迷惑をかけていま

は、普段通り通所し、そのまま「とむ郎」へ。部屋

す。「とむ郎」ではそんな雄太郎の困ったところ

に入ったと聞き安心したのも束の間、一番の心配事

も理解し、温かく見守って頂いています。これか

の食事への抵抗は大きく2日間飲まず、食わず・・・

らも、たくさんの方に支えられながら、穏やかに

諦めかけた3日目にやっと食べたとご連絡いただき、

暮らしていけることが母の願いです。

ほっとしました。また、帰宅しても「とむ郎」に帰

そして、トムトムが発展していきますように、

る時間になると『なみだ』と言って大粒の涙をポロ

微力ながら応援し続けていきたいと思います。

ポロ落とし、私も胸が締め付けられる思いでした。
それも3回位で、この頃は楽しそうに帰って行きます
が（笑）
不安でいっぱいのスタートでしたが、今ではホー
ムでの生活にも慣れ、平日は「とむ郎」の送迎車で
通所、夕方に帰り、お風呂・食事をしてゆったりと
過ごします。毎週、ヘルパーさんとのおでかけを楽
しみ、週末は帰宅して家族と過ごしています。「よ
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全日本手をつなぐ育成会

又村あおいさんをお迎えして

相談支援のキーを握る

祉サービスの事を差します。） 制度の中
での相談支援の移り変わりについて、次回

サービス等利用計画とは？
障がい福祉の世界では、今やそれなり
に利用者の方が使えるサービスが増え

研修の報告

てきています。
トムトムだけでも、茅ヶ崎市では放課後

2014年1月14日、年初めの研修会は、広

等デイ、日中一時支援、ケアホーム。平

報委員会の中で「広報誌を福祉の制度や

塚市では生活介護や就労継続B型など

現状について学ぶ場にしていきたい！」と

があります。

いう思いのもとに企画されました。

利用者は、その様々なサービスの中

今回取り上げる事となった相談支援事業

から、自分にあったサービスを選んで、

については、私が支援者として利用者の方

組み合わせて使う必要があります。

やご家族と関わり、また管理者として事業

サービス等利用計画は相談支援員と

の運営を担っていく中でその重要性を実感

利用者の方、ご家族と一緒につくるライ

し、立案をさせて頂きました。

フプランのことです。

講師には、全日本手をつなぐ育成会編集

このサービス等利用計画の役割とは、

委員の又村あおいさんをお迎えし、

利用者本人やご家族の現状の課題、将

「相談支援はなぜ必要なのか」について、

来の展望に向けて、「どのような福祉

①制度面

サービスが、どれくらい必要か」を整備

②利用者目線

し、福祉サービスでない部分、サービス

③事業所目線

“等”の部分の支援も網羅するところにあ

以上、３つの視点から講義を行って頂きま

ります。

詳しく解説していきます。

利用者からの視点
利用者の将来の希望、困り感、ご家族の
意向等を踏まえ、どんな支援が必要を
コーディネートするのがサービス等利用計
画であり、その方のライフプラン。利用者の
『命綱』とも言えるサービス等利用計画に
ついて具体的な事例を交えて第3回目で
解説していきます。

事業所からの視点
「全ての個別給付利用者に相談支援が必
須」という事は、ほぼ全ての事業所が相談
支援に関わる事になります。（トムトムでは
現状の全部の事業所が関わってきます）
サービス等利用計画をベースとし、自分た
ちの事業所では何をお手伝い出来るの
か、それを掘り下げていくのが個別支援計
画。相談支援と事業所との今後の関係性
について、第4回目で解説していきます。

した。
この研修の内容は、全４回の連載としてト

制度からの視点

手記：和田ｴﾝﾃﾞﾙﾚ星治郎

ム通信に掲載予定です。
研修の企画立案、そしてその内容をトム

平成24年4月に施行された「つなぎ」

通信へ載せ発信していくことは、広報委員

法により、平成27年４月からは、全ての

会として初めての試みですが、又村あおい

個別給付利用者にサービス等利用計

さんの素晴らしい講義内容を皆さんにお届

画が必須となります。（個別給付とは、

け出来るよう、精一杯努力してまいります

地域生活支援事業、トムトムで言えば移

ので、温かく見守ってください！

動支援や日中一時支援事業以外の福

6

11月14日（木） 感染症講習 「予防に勝る治療なし！」

看護師：春名 美恵子 氏

本年度も感染症についての講習会をゆうゆうクラブにて行いました。受講者から
は「予防の重要性を再確認できた」「毎年継続して参加する事で認識を改める事が
できる」等の意見が挙がりました。インフルエンザ等感染症の流行が予想される時
期を前に、非常に有意義な研修となりました。

12月18日（木） 交通安全講習
「事故を未然に防ぐためには」
講師： 茅ヶ崎警察署

鈴木 茂 氏 巡査部長

5月に平塚ゆうゆうクラブで行った研修を、職員からの希望もあり場
所を移して茅ヶ崎のゴロゴロクラブで開催しました。研修では神奈川
県の事故傾向や実際に送迎のルートとなっている道路の状況なども
11月19日（火）、25日（月）
「職場で役立つ体幹トレーニング研修会」

話され、受講者からは「事故の怖さについて再確認できた」「今後も
気持ちを引き締めて送迎を行う」などの意見が挙げられました。

インストラクター：佐藤 久美 氏
初級者から上級者まで幅広い年齢層に
対応できるエアロビクスのトップインストラク
ターである「佐藤 久美」さんをお招きし、研
修会を行いました。家でも職場でもトレーニ
ング出来るようにと、椅子に座って出来るも

今年度は神奈川県より一部、助成金を受けて職員研修を行う
ことができました。上記の他にも、以下の研修を行いました。
今後も、より良い支援が行えるよう、職員同士連携していきたい
と思っています。

のや、寝転がって出来る動作を教えていた

内容

だき、動作的にはゆっくりとしていましたが、
運動不足の人も多かったようで、次の日に

１

「筋肉痛だわ～」との声もチラホラ聞こえて
いました。自分自身の体調を見直すための

２

良い機会になったのではないでしょうか。
３
４

講師

障がい児者の人権擁護に

よろずやたきの会

ついて

副理事長 宮崎勤 氏

障がい児者を取り巻く環

全日本手をつなぐ育成会

境・背景について

編集委員 又村あおい 氏

福祉現場でのコミュニケー

湘南話し方センター

ション力アップ研修

所長 松永洋 氏

行動障がいの理解と対応

中央支援会 支援教育コンサルタ

ニーズの捉え方

ント 松丘昌三 氏

５ メンタルヘルス研修
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湘南精神保健福祉士事務所
代表 長見英知 氏

自主製品：エコポット

展示即売会日程（予定）
・4月平塚市役所
・7月平養夏祭り
・10月平塚市役所
・11月湘南養護秋祭り、平養文化祭
・12月平塚市役所

編集後記
2014年最初の広報紙、編集
時間は沢山あったつもりでした
がやはり尻に火がつかなけれ
販売連絡先：えぽっくハウス
電話：0463-71-6171

ば、なかなか進まない自分に
驚くばかりの私でした。
今年はウマ年、トムトムもま
すます幅を広げ、利用者様に
少しでも早く 今の情報を早馬
のごとく、お伝えできる手段で
あったらと思います。
広報委員 ： 近下 輝彦

花を植えて展示即売会で売りました

ご支援ありがとうございます！
平成25年10月～26年2月
渡辺様/石黒様/清水様/白川様/小林(秀)様/小林(ミチ)様/原様/山本様/渡辺様/加藤様/山根様/
青木様/佐藤様/望月様/田倉様/匿名希望様/若林様/大庭様/飯田(登・佳)様/野上様/佐藤様/
岩城様/奥村様/小川様/横溝様/藤田様

賛助会員を募集中です！
【個人・団体共に】 1口：３，０００円（何口でも結構です）
【郵便口座番号 】 ００２９０－３－４７０４２
【口座名義】特定非営利活動法人ﾊﾟｰｿﾅﾙｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰﾄﾑﾄﾑ

特定非営利活動法人
パーソナルサービスセンタートムトム
神奈川県平塚市南原２-４-５
マインズビル１階

ホームページもご覧ください

電話 ０４６３－３７－２０１２

http://www.npo-tomtom.com/

FAX ０４６３－３７－２０１３
Email houjin@npo-tomtom.com
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