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令和3年度 16区区長懇談会を実施します

～知的に障害のある人の願いを届けましょう！～

名古屋市16区区長様

社会信祉法人名古屋手をつなぐ育成会

理事長山嵜梅治

令和3年度区長懇談会

障害のある人もない人も共に生きる社会をめざして

平素は区政運営方針のもと､区民の安心安全な暮らしやすいまちづくり、地域で支え合うまちづくりの実現に向け

て、ご尽力をいただき感謝申し上げますも

当会法人は会創立68年、法人設立46年を迎えました。以来、 「一人ひとりがかけがえのない人生を大切にする

共生社会の実現に向けた実践と社会貢捌を目指し､障害のある人たち､特に知的に障害のある人たちが｢地域での

普通の暮らし」が送れるよう、 「よりよい福祉サービスの確立」と「地域での人々のあたたかい理解と協力」を願っ

て活動していますも

ロ衿の新型コロナウイルス感染症につきましては､障害のある人にとっては病院へ通うことが困難であったり､人

との噸陸とることや生活の自粛の理解が難しかったり､何かと影響がありましたが､名古屋市よりご配慮をいただ

きまして何と力乗り越えてきたところです3

8月に名古屋市長要望を実施し11月にご回答をいただきましたが、16区でも地域の障害者･家族の願いをお聞

きいただき、区長様をはじめ区役所の職員の皆さまと懇談させていただければと存じますbなお､共通要望では名古

屋市に対して再度の願い、また個別要望では区への願いを記載いたしました。

懇談での内容は、区政運営に反映していただければ幸いでございますもなにとぞよろしくお願い申し上げます6
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【16区共通要望】

I権利擁護の推進、 「共生社会」実現への体制整備推進

1．障害者の鋤¥･啓発のために、障害者差別相談センターにおける識耐龍事業を各国間負研修としてご検討

くださし％

2．障害者の鋤¥･瀞旨のために､知的･発達障害の擬似体験研修を各国蔵員研修とすることと、また各学校の教

職員や民間にもf誹激勺に広報してください。

3．瑞穂公園や東山動植物公園の整備時に､障害者力荊用しやすくわかりやすい表示､案内板などを設置してくだ

さし＄

Ⅱ障害児の療育、保育、教育の推進と充実

1．療育について

(1)地域療育センターの初診や療育の待磯が以前よりも改善してきていますが、 2， 3か月待つこともありま

すも幼児が成長する大切なH識に､速やかに初診や訓練が行えるようにしてくださしちまた､医師が常駐する

療育センターを拡充してください

（2）子どもの発達に,蝿aをお持ちの保護者にとって､いこいの家は大切な居場所ですbいこいの家の実施日を順

次増やしていただくようご検討ください。

保育について

障害のある子どもは特に地域の中で育つことが望ましいと考えますが、遠方の幼稚園や保育園に入園せざ

るを得ない場合も多く、就学時に環境が大きく変わり親子とも負担が大きくなっていま式地域の園に入園で

きるよう配慮をお願いしま式

2

3．教育について

障害児者の醐革のために、各学校で知的・発達障害の擬似体験の授業をご検討くださb％

Ⅲ地域で安心｡安全な普通の暮らしを実現するための当事者を主体とした支援整備

の推進

コロナ対策について

名古屋市はコロナに感染した障害児・者に対して入院や障害の特性に配慮した対策を考えて下さっており

ますb今後、コロナ感染が拡大した時に自宅侍磯が多くなり、入院ができない状況の場合に障害児･者だけ優

先とはならないと思いますb誰もが医療を受けられるように医療体制の整備をお願いしますも

1
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2．マイナンバーカードについて
ヴ

マイナンバーカードを受け取りに行く時に、重度知的障害の本人を遣れていくのが大変難しい場合があり

ますも身体障害があり歩行困難な方は､代理受領が可能ですも予約をしても区役所で待つことが困難な障害特

性を考慮して、代理受領の方法についてご検討ください。

3．移動支援について

（1）ヘルパー不足がなかな力判県消されませんbヘルパー不測¥消のために民間の養成講座の周知及び広報を拡大

してください。

（2）通所している事業所の現在の送迎加算では十分ではありませんb市単独の送迎の補助金をご検討下さい。

(3)GHから自宅に帰省することが任意のものとありますが、現状としては365日対応のGHばかりではない

ので社会生活上必要不可欠な外出として認めてくださし＄

4．強度行動障害について

（1）名古屋市では､重度障害者等の受け入れに対する各種補助制度の実施やJ胤潰向けの研修等が行われ取り組

まれておりますbしかしながら､現実には重度障害･；鯉行動障害者は難しいと受け入れられないことが多々

ありますb強度行動障害のお子さんを持つ保護者1ｺ疲れきっていますも多動、自傷他害､抄朏物を触れたり

と一時も目を離せませんb重度障害･弦渡行動障害のある方が必要な支援を受けられるよう、改善をお願いし

ま式緊急ショートステイでの受け入れを確実にしてくださし＄

(2)名古屋市歯科医療センターでの手厚い治療のように､知的最重度･強度行動障害のある人に対する名古屋市

の医療体制の整備（手術機関の整備等の早急な実施をお願いします6

相談支援について

区役所へ障害についての相談に行くと、すぐに「障害荏馨糊談支援センターへ行ってくださしも」と言わ

れますもしかし､行政の方にも実情を知っていただきたいので､区の担当者の方にも協力体制を取る様にお願

いしますも

5

6．スポーツ・生涯学習について

（1）知的障害のある人が､文化やスポーツにもっと気軽に鋤ﾛできる機会(たとえば講座）を区で拡充してくだ

さしも

（2）名古屋手をつなぐ育成会は一部の区支部で｢青年輔｣を開催しており、地域の知的障害のある人たちの社

会資源の役割を担っていますも障害者の生涯学習として助成をご検討ください。

7．防災について

「要配慮者の防災｣が未実施の区に､障害者本人が参加し｢蕊礪者ニーズ調査調を活用した実践に基づ

いた訓練を実施して下さし＄
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セントラルビューティストカレッジにて

｢知的な障害理解のための授業」をしました! ！１
１
、 ノ

セントラルビユーティストカレッジは、名古屋市中区にある厚生労働大臣指定の美容師養成施設枝です。

この学校では、さまざまな障害の醐阜のための授業を毎年行なわれています。

今年は､社会福祉法人名古屋手をつなぐ育成会に依頼があり、 10月25日に

名古屋手をつなぐ育成会などやキャラバン隊「やるまいか」が「知的な障害理

解のための授業」を実施してきました。

内容は、 1．知的な障害瑚革のための擬似体験

2．障害の息子の話 （その1） （その2）

3．サポートセンターbeing小本の理容ボランティアの取組みと工夫

4．障害理解のために

今回、美容師学校で授業をするにあたり、事前にサポートセンターbeing小本の理容ボランティアのお二人

にお話しを伺い、授業内容に盛り込みました。

理容ボランティアさんの取組と工夫（一例）

Q:胴を大切にして障害のある人と関わっていらっしゃるのでしょうか？』

A5 理容の時の工夫として、最初に頭をさわったり、櫛で髪をといたり、髪を濡らしたりしながら、まず

スキンシップをして障害のご本人との人間関係をつくり、障害のご本人に安心してもらうことを大切

にされていること。

Q: 「理容ボランティアさん力耀営されているお店に、障害の方力哩容に来られる意味は？」

A: カットだけでなくその人の息抜きになっていて､障害があってもなくても､理容や美容の役割には､広

L億味があること。

授業の後、学生さんが「印象に残ったこと」や「大切に思ったこと」などを書いていただきました。

一部ですがご紹介いたします。

｡考え方などやはり一人ひとり違うので、そこでしっかりと対応することが大切。

｡知的障害者の方々にもそれぞれ特徴力轌い、人それぞれの良さがあること。

｡障害があるないに関わらずに、みんな力坪等に暮らせる世の中がくるといいなと感じました。

｡健常者との差別をしてはいけない! Iみんなと同じ接し方がとても大切11

．息子さんたちのお話も聞いて、やはり一人ひとり違うというところ力渕ることができて、人によって対

応をちゃんと考えることが必要だなと思いました。

｡ありがとうございました。

自分も店を持った時には、障害者の人が来やすい店を作りたいと思います。

以上のように授業と学生さんのうれしいお声を聞いて、知的な障害理解の啓発活動の大切さを感じるととも

に今後の活動に活かしていきたいと思いました。

名古屋手をつなぐ育成会などやキャラバン隊「やるまいか」
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11月そだつ。はたらく部会＆くらす”まもる部会合同企画

｢子どもとお金．子どものお金。子どもへお金2021」

11月29日に､特定非営利活動法人暮らしとお金のPro-Lab・尾関さゆり氏をお迎えして､合同企画の学

習会を開催しました。参加者は、幼児から成人の知的な障害の子どもをもつ保護者の方です。会員以外のご参

加も多数あり、賑やかな学習会になりました。

（講演内容）一部抜粋

1．子どもとお金についての心配ごと

2．子どもにかかわるお金を見える化

○知的障害のある子どもが、どれくらい金銭に関する力を

もっているか

○親から独立したときの子どもに必要な生活費は？など

3．子どもとお金のチエックシートを使って

4．見えないお金○キャッシュレス○電子マネーについて

5．子どもに、どのくらいお金を残せばよいのか

○障害者扶養共済制度○生命保陶言託など保険商品

○遺言について

最後に「小さな体験が、一番の練習方法です。親子で繰り返し話

し合ったり、一緒にお金を使ったりして経験を積みましょう。」と

講師よりアドバイスをいただきました。
一一一一一I■■ー■■■'■■一一一一一ー－－1■■一一一一一一一,■■■■■一一一一一一一一一一＝－－0■■,■■q■■,■■－q■■－，■■一一－一一一一一由

講演の後に、3グループ(①幼児・小学生グループ②中学生｡高校生グループ③成人グループ）に分か

れ､NPO法人暮しとお金のPro-Lab.尾関氏と3人のスタッフさんも加わっていただき、質問や心配事などにつ
いて、グループごとの話し合いをしました。

蕊
に良かったという感想もいただき、充実した内容となりました。

部会としていろいろな犠岡を提供することの大切さと役割があることを改めて痛感しました。

そだつ。はたらく部会＆くらす。まもる部会
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東山動植物園現地視察が行なわれました II

I
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10月18日（月）東山動植物園の現地視察に出席しました。

これは名古屋市の｢東山動植物園再生プラン新基本計画｣に基

づき､平成22年から令和18年にかけて再整備力垳なわれてお

り、今後の再生整備について育成会他､各障害の団体から意見

を聞くため開催されました。

戸

延塵

東山動植物園は当日休園日で、動物たちものびのびとしていつもより活発に動き回っていました。

現地視察は30名程が3つのグループに分かれ、園路全体、アジアゾウ舎、 トイレ、中央休憩所、レッサーパ

ンダ舎を1時間半程かけて視察しました。

今回は整備した施設、これから整備する施設の両方を見て、よい点､改良した方がよい点をその場で直接､動

植物園の職員に伝えることができました。

表示力現づらい。案内図も少なく、遠くから見て何の厩舎か分からない。車いすでは、坂

道が急だったり回転するスペースがない。休憩所の椅子が固定式で車イスは入れない。 トイ

レの大人用ベッド設置が1か所しかない。多機能トイレは本当に必要な人が使えるトイレ

にしてほしい。パニックになった時、救護室のような場所がほしいなど多くの意見が出まし

た。

職員の皆さんは私たちの意見を聞き取り､質問にきちんと答えて頂きました｡これからも再

生整備は進んでいきます。東山動植物園力雛もが利用しやすく、何度でも行きたくなるよう

な施設になることを願っています。

q

ワ

凸

育成会の本「ひとりだち」 2021年改言]版2021年7月発行
「生きていくために必要なことを、わかりやすく伝える」

一般社団法人スローコミュニケーション著

B5版112ページ1.320円（税込み）

納税､民主主義､スマホ､周囲とのコミュニケーション…｡社会で生

きていくためには､さまざまなことを知らなければなりません｡本書で

は､知的障害のある人に向けて生活の基本的なI罵艮を､わかりやすく説

明するものです｡一人暮らしやグループホームなどでの暮らし､企業な

どでの仕事を始めようとする人、そうした生活をすでに送っている人

などを想定して､書かれています｡学校で､生涯学習の場で､支援の現

場で、ぜひご活用ください。

○自立“政治“生活･お金。健康。仕事。人間関係・トラブルの全8章

○簡単な言葉、短い文、大きなイラストでわかりやすく

○すべての漢字にフリガナ付き

「手をつなぐ（全育連)」2021.9月号より引用 ’I
垂＝父画亨垣つ唾ぐ寅理会■合会
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☆育成会相談室悩みやご相談のある方ご利用ください。電話相談もしくはお電話の上ご来館ください。

生活支援センター長山嵜梅治

相談内容

育児、学校生活、就労、 くらしにかかる

悩みや相談全般

開設日 担当 時間

毎週月～金曜日 当法人役員等 10時～16時

☆社会福祉法人名古屋手をつなぐ育成会事務局

gr4.56-OO31 名古屋市熱田区神宮四丁目4番5号

TEL (052)671-621 1 (代) FAX (052)671-6214

☆中川区障害者基幹相談支援センターお気軽にのぞいてみてください。 (市内どこからのご相談も受付けます｡）
開設日。時間月～金曜日第2．4土曜日 （9時～19時）

〒454-0869 名古屋市中川区荒子一丁目141-1 奥村マンション1階

TEL (052)354-4521 (直) FAX (052)354-2201

地下鉄東山線高畑駅3番出口徒歩8分。あおなみ線荒子駅下車西へ徒歩8分

昨今、福祉に携わる人材が不足しており、どの業種も事業所は人材の確保に奔走しています。障害福
祉の分野も例外ではなく、特に移動支援のヘルパーさんについては担い手の高齢化などもあり、マンパ

ワーが確保できていない状況です。当法人でもガイドヘルパー養成研修を定期的に開催していますが、
ここ2年はコロナ禍の影響で開催できていませんでした。ヘルパー不足という課題は名古屋市全体の課
題として継続して検討されていますが、来年度、ガイドヘルパーの養成研修を西ブロック（熱田、港、

中村、中川）の圏域で名古屋市とも協力して開催し、多くの方に研修を受けていただく機会をつくろう
と検討しています。移動支援は多くの方が利用を希望しているサービスですので、この取り組みによっ
てガイドヘルパーさんが増えてくれるといいなと思っています。

人材の確保に奔走しています。障害福

は担い手の高齢化などもあり、マンパ

成研修を定期的に開催していますが、
－スミ患上I､弓三里呈百'十父去晨帝△ｲ士'、言里

、港、

〈ろう

によっ

行って見て聞いて Inforrn ation

"Sg画祷馴麦鵜議青農『きらめき震』－伝えたいわたしの恩い－
日時令和4年1月18日（火）～1月23日（日）

午前9時30分～午後5時 ただし、 18日は午前10時30分～

会場名古屋市博物館3階ギャラリー1～6，8地下鉄桜通線桜山駅4番出口5分

主催名古屋市教育委員会、名古屋市立小中学校長会、中日新聞社、中日新聞社会事業団、

名古屋市特別支援教育研究協議会

講演名古屋市教育会、社会福祉法人名古屋手をつなぐ育成会

今年度のテーマは、 「伝えたいわたしの思い」としました。これまでと違う環境の中、新しい学び

に取り組むためにも、自分の思いをしっかりと伝えることは大切です。新たな時代を生きていく力を育
む教育展になればと期待しております。

ご高覧を賜りますようお願いするとともに、来場に際しましては、感染症への十分な予防対策をお願
い申し上げます。 （名古屋市特別支援教育研究協議会会長岩室徹氏の開催あいさつ文より抜粋）

来館上の注意

●マスク着用●手指のアルコール消毒

●来館者の把握のため、会場受付で連絡先をご記入ください。

つなぐ育成会生活支援ｾﾝﾀ…絹談事業のご案内
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|各区｡各会’各区｡各会 …手をつなぐ育成会

篇養護掌綾縁緊急事態實富後鯵行事臆ついて
中学部。高等部の10月以降の行事について、教頭先生に伺いました。

先生のお話しでは、 『緊急事態宣言が発令され、気のぬけない状況の中でしたが、生

徒も教師も努力や工夫をして感染対策を万全にしていました。4月からは学級の閉鎖は
なく、学校生活ができている状況です。 10月には、運動会を各学年ごとに保護者参加

で行ないました。 」

他にも次のような質問をしました。

Q1 : (中止になっていた）現場実習は時期をずらし

て行われていますか？

A1 :基本的に行われています。

Q2 : (コロナ禍で）修学旅行の行き先は変更されま

したか？

A2:中。高等部の修学旅行を行ない、中学部は浜名

湖パルパル、高等部は長島と彦根方面に出かけ

ました。この状況の中で、感染者もなく、楽しく

Q3 :今後の予定はいかがですか？

A3 :今までできなかった部活動は、 3学期から再開の予定です｡この先大事な行事が

あります。ふれあいデーは、各学年ごとに保護者参加のもと実施予定です。

このままコロナの感染が落ち着いていって、学校の行事が行なわれ、生徒の方々の楽

しい思い出になってくださる事を願っています。 （奥田恵利香、奥村幸子）

一

さわらび震で鯵鑿濯
さわらび園親の会

さわらび園は発達に遅れのある未就学児のための児童発達支援センターです。

園では母親も療育に参加します。その中で先生方から療育の説明やアドバイスを受けながら、

どのように向き合い関わっていけばよいのかを感じとる事ができます。

また、週一回のグループカウンセリングでは同じような悩みを持つ母親同士が自分の事を話

したり、先生や他のお母さんの話を聞く事で様々な知識や情報を共有し自分自身を見つめ直す

きっかけにもなります。その他にも療育キャンプ。運動会。父親参観など父親や兄弟が参加す

る行事もあり、親の会ではこれらの行事に合わせた活動をすると共に、2月に行われる「さわ

らび祭」というバザーに向けた活動も年間を通して行っています。今年度は新型コロナウイル

スの影響で、中止になったり今まで通りの行事はできな

かったりしました。そのような状況の中でも先生方が新

鶴灘
しい形の行事を開催して<ださり、たくさんの思い出を

作る事ができています。最後に、さわらび園親の会は毎

月11日にイオンナゴヤドーム前店での「イエローレシー

トキャンペーン」に参加しています。機会がある際には

御協力を頂けると幸いです。寄付金は、園での行事や子

供達のために使わせて頂いております。

(酒井優佳）
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~貢所所本人参加のページ ー両前--商
緑区手をつなぐ育成会
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じサンタさんにもらいたいもの

さんた りくえすと がんば か

サンタさんへのリクエストを頑張って書きました！
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例会のお知らせ

1月 2月

支部活動対策部 1日（火) 10 : OO~11日（火) 10: OO~

会長会 17日（木) 10 : 30~20B(木) 10: 30~

広報啓発委員会 原稿締切 1月31日(月）原稿締切 12月28日(火）

下記の学習部会は、会員さんどなたでもご参加できます。

そだつ・はたらく部会 13日（木）

第2回会員ティー＆トーク
休み

くらす”まもる部会 休み 10B(木） 会員トーク

支援プロジェクト部会 随時 随時

表紙について 【 メリークリスマス】

本人が描いて塗ったものを、母が切って貼りました。よいクリスマスを

たけひろ

－名東区手をつなぐ育成会 青山越大さん一



名古犀手をつなぐ（12月号） 令和3年12月10日⑪第3穂郵便物認可
.... .........q､..軍.．.．．■....■.■■.■.■■..s■■□c･■..■｡･･. .､■･･･■､｡b■｡■■･■■■｡■｡■､■■■･■■■･･■■●■･■･■■■p■･■■■■■■■■■■■越口■■■■■■■■冑■■■■■■■■■■●■●■■●■■■■■■■■■●●●■●■●■｡●

21日（日）･守山区育成会レクリエーション(ウォーキン

グ） 於森林公園

22日（月）･名東区育成会11月例会

於障害者スポーツセンター和室

・さわらび園母親学習会於あさみどり会館

23日(火･祝)･名東区育成会かわら版ミーティング

於むそう名古屋ｶﾌｪｴﾘｱﾐｰﾃｲﾝｸﾞﾙｰﾑ

24日(水)･瑞穂区育成会令和3年11月期定例会

於サポートセンターbemg瑞穂

・瑞穂区育成会クリスマス会打ち合わせ

於サポートセンターbeing瑞穂

・中川区育成会虐待防止法セミナー

於中川区役所

25日(木)･守山区育成会11月期定例会

於守山区役所

・千種区育成会11月例会 於善林寺

・さわらび園母親学習会 於あさみどり会館

26日(金)･北区育成会障害児･者自立支援事業｢安心

して生活するための権利擁護必要なことは

何？｣学習会於名古屋市総合社会福祉会館

・さわらび園母親学習会於あさみどり会館

30日(火)･瑞穂区育成会第57回瑞穂区特別支援教育

児童生徒作品展 於瑞穂区役所

・さわらび園母親学習会於あさみどり会館

◎一般寄附

中部ウォーカソン様

11月計 100，000円

月＊名古屋手をつなぐ育成会会議等

日(月).ジョブサポートセンターbeing桜山地鎮祭

於ジョブサポートセンターbeing桜山

日(火)･支部対策部会 於3階ホール

日(木)･事業推進会議 於第l会議室

・広報･啓発委員会 於第1会議室

日(月)･広報･啓発委員会 於第1会議室

日(木)･広報･啓発委員会 於第1会議室

日(金)･第257回理事会 於第1会議室

・第376回評議員会 於第1会議室

日(木)･11月期会長会 於3階ホール

日(月)･そだつ･はたらく＆くらす･まもる部会合同部

会 於3階ホール

日(火)･GH世話人会議 於3階ホール

、センター長･管理者会議 於第1会議室
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＊各区。各会行事

3日(水･祝)～15日(月)･天白区育成会顔のみえる

アート展てんばく 於原駅ｷﾞｬﾗﾘｰ

3日(水･祝)～12日(金)･南区育成会南区特別支援

学級児童生徒作品展

於南図書館内展示コーナー

7日(日)･名東区育成会牧野ケ池ｽﾀﾝブﾗﾘｰ

於牧野ケ池緑地公園芝生広場

9日(火)･北区育成会プチサロンふくちゃん･きた

ちやん 於名古屋市総合社会福祉会館

10日(水)･千種区育成会高齢部凛の会懇親会

於ガス燈

11日(木)･千種区育成会幼児部コアラの会

於乗西寺

13日(土)･天白区育成会親子のつどいバス旅行

於ラグーナテンボスラグナシア･変なホテル

・昭和区育成会赤い羽根共同募金

於鶴舞公園緑化センター講習室

15日(月)･南区育成会発達に支援が必要なお子さまを

もつ親のつどい 於南保健センター

21日(日)･中村区育成会バーベキュー

於湯の華BBQ場

・天白区育成会第13回ハンドメイドマルシェ

於ハミングバード

＊他団体関係事業・行事

1日（月）･愛知県弁護士会との懇談会

於育成会福祉会館

濱田副理事長他出席

2日(火)･第30回ウオーカソン寄付金目録贈呈式

於学校法人名古屋国際学園(NIS)

濱田副理事長出席

9日(火)･名古屋市災害対策基本法改正に伴う個別

避難計画についての説明

於育成会福祉会館

濱田副理事長他出席

19日(金)･第1回名古屋市障害者施策推進協議会

於名古屋市役所

濱田副理事長出席

25日(木)･名古屋市社会福祉協議会評議員会

於名古屋市総合社会福祉会館

濱田副理事長出席

27日(土)･中村区いこいの家カラフル見学

於いこいの家カラフル

濱田副理事長他出席



ﾍﾙバ■さん募
知的な障害のある方々が安心して社会参加できるよう支援する

ヘルパーを募集しております。

/ー ~~、【支援内容】通所･通学の送迎､余暇活動､家事支援など

※週1日短時間から可能

【資格】 介護福祉士、

介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2綴）

ガｲドﾍﾙパｰ(支援内容は､資格によって違います）

【時給】 1,S00円～

醗 へへ

。E①

【勤務地】名古屋市内

、 E亀牡

★★まずはお気軽にお問合せください！

お問い合せ先へルパーｽﾃｰｼｮﾝ育成会

TELOSz-S'71-eZS4 (月～金9時～1ワ㈲


