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虐待防止の取り組み

国の憲法にあたるものがあゆみの

応になります。過去4年間、委員に直

虐待防止や権利擁護について「運営

家では「生活介護運営規程」で、ここ

接持ち込まれた相談はゼロでした。相

規程」では「管理者は利用者の人権の

に苦情対応の基本ルールが明記され

談や通報がなくても法人の事業所が

擁護・虐待の防止等のため、障害者虐

ています。それを基に利用契約書や重

合同で苦情処理委員会を年3回定例

待防止法に定める必要な措置を講ず

要事項説明書が作成されています。

的に開いています。委員会では事業所

る」と書かれています。そこで職員は、

そこで今回は、「運営規程」に

が受けた苦情や要望の件数、ヒヤリ

福祉職の専門研修を業務の合間をぬ

沿ってあゆみの家の苦情への対応方

ハットや事故報告の件数や対応内容

って受講しますが、その一環で虐待防

法や虐待防止、権利擁護の取り組み

を報告して審議が行われています。

止の研修や事例検討会に数名参加し

第3の方法は、区役所や東京都の

てます。日常的な取組みとしては、リ

利用者やご家族が、施設との日々

専門の相談窓口への相談や通報で

ーダーやサブリーダーで構成される

のやりとりでは言い辛いことや重大な

す。区役所は、福祉部地域福祉課、

グレードアップ委員会が「職員倫理綱

案件の苦情や要望を出す方法は3つ

東京都の場合は、福祉サービス運営

領」に基づいて、虐待防止や権利擁護

あります。1番目は、施設におかれて

適正化委員会で受け付けています。

に関する情報提供や内部研修と自己

がどうなっているのか紹介します。

いる苦情受付担当者と苦情解決責任

点検の取り組みを進めています。倫理

者に通報や相談することです。あゆみ

綱領には次のような「職員の遵守事

の家の場合、受付担当者は副所長、

項」が列挙されていて、これを自己チェ

解決責任者は所長です。電話や面談

ック表に変えて職員は点検をします。

の他に「所長への直行便（投書）」

① 差別のない関わり合い

による方法があります。これらの方

② 虐待行為の禁止

法の対応例はとても少なく、投書が

③ 強要の禁止

年に1～3通ある程度で内容も「考え

④ プライバシーの保護

を聞きたかった」とか「検討してほ

⑤ サービスに対する説明責任

しい」といった相談や要望でした。

⑥ 成人としての利用者の呼称
⑦ 過接触について

第2の方法は、法律や福祉分野の専
門家で構成されている苦情処理委員

⑧ 同性介護の原則について

会の委員への相談です。所長や副所

⑨ 利用者の自己決定

長は職員を管理・監督する立場でも

⑩ 利用者の立場にたった言葉かけ

あるのでデリケートな問題や自身の

⑪ 連絡帳の取り扱いについて

責任問題にも波及する可能性がある

⑫ 金銭の使用について

と公正な判断と対応は困難になるの

⑬ 職員の服装および安全への配慮

●あゆみだより：編集・発行／新宿区立あゆみの家
●メール

ayuminoie@pony.ocn.ne.jp

ホームページ

電話（ 3 9 5 3 ）1 2 3 0
http://ayuminoie.org

FAX（ 3 9 5 3 ）1 0 5 3
検索「施設概要

あゆみの家」と入力して下さい。

第6回 落合・つながるカフェ
再び、避難者対応が続きます。

大災害時の
避難所と
要援護者

№28：春日太郎（40歳）妻、小学
生、高校生の4人暮し★車で避難
№30：原町茂子（26歳）友人と
ふたり暮し★友人はうつ病治療中
№31：中里 静（30歳）乳児を
抱いて避難★乳児は既に死亡
あゆみの家のカフェなので最後の
課題は障害者対応に関する不安や難
難所）への移動をお願いします。
○避難所の中の医師に判断してもら

あゆみの家の地域交流事業「落

避難所は階段を上った2階の体育館

合・つながるカフェ」も今回で6回目

と1階の教室3室です。トイレは災害

となりました。テーマは『大災害時

時用トイレが校庭に3基あります。

次々にふりかかる難問
避難者の受入に追われる中でこん
な避難者も来ました。さてどうする
か。避難所の運営ルールや要望への

の避難所と要援護者』、参加の呼び

てきました。

問が2つ出されました。
隣にいる自閉症児の独り言や奇声

い、必要時は医療避難所または病

近所のマンションから8階のひと

がとまらない。「何とかならない

院へ搬送します。

り暮しの高齢者が救援を求めてい

のか！」という苦情がきました。

難問や要望に頭を痛めている間も

るが、男手はなく、ＥＶは停止し

この難問にどんな答えを出したのか。

て助けられないので、応援をお願

○福祉避難所が開設されるまで別部

次々に避難者がやってきます。

避難者の受入が始まった

回答をお知らせする案内板に対応方

№15：キム（58歳）93歳の母と

「大災害時には障害者、高齢者、妊

「避難者が集まってきました。対応を

針を掲示することになりました。

2人暮し★母親は車イス利用

婦、乳幼児、病気療養中の人たちも

お願いします」の放送とともに名刺大

近くの会社のOL6名が「帰宅困難

真っ先に避難するのは最寄りの避難

のカードが次々に配られます。カード

所です。そこで首都直下型地震が起

には避難者の情報が載っています。

かけはこんな具合にしてみました。

避難者の要望や苦情、問合せも増え

いしますと要請がありました！

屋を用意して待っていただきます。

高齢化の進行で助けを求める人も

○更衣室を個室にしてもらうととも

№17：浦和四郎（30歳）★視力

助ける側も高齢者になる例は珍しい

に避難者には自閉症について説明

になったから廊下で構わないから

障害者のため盲導犬を同行

ことではなくなります。この日は、

して理解を求めます。

一晩泊めてほしい」とやってきた。

№20：リンリン（33歳）外国籍、

どんな対応を考えたでしょうか？

○パーテーションで区切って様子を

こった『その日』がきたら避難所は、

№1：戸山宏（50歳）妻、祖母と

確かに公共交通はマヒ状態。でも全

日本人の夫は帰宅困難★車で避難

○避難者の男性数名に向かってもら

見ます。それでも辛そうなら福祉避

どんなことになるのか体感してみま

3人家族★祖母は要介護4

員が区外在住者だという。各グルー

№24：杉並桜（45歳）夫、息

い、抱えて階段を降りてもらう。

難所（二次避難所）に移します。

す。今回もカフェの参加者は、おなじ

№2：鶴巻秀夫（44歳）ひとり暮

プの案内板を見ると…

子、娘の4人暮し ★娘は自閉症

○民生委員、高齢者センターと連携、

医療的ケアの必要な方から「電源

みの皆さんですが、たまたま「その

し★ペットの犬1匹も一緒

○帰宅困難者用の収容支援所を紹介

避難者から力持ちを募ります。受

のガソリンがなくなってきたので

日」に出会った皆さんが、次々に

№4：若葉春子（88歳）ひとり暮

付でボランティア名簿作成。

何とかなりませんか」と相談が…。

やって来る避難者とアクシデントや

し★リューマチで松葉杖

○宿泊可能ならば一時受入をする。

の教室に保護していますがだいぶ手

○避難所運営で精一杯で手が足りな

要望、苦情にどう対処していくのか、

№6：長崎良夫（33歳）妊娠中の

○一時避難所（地域センター）で受け

狭です。「盲導犬はペットと同列に

い場合があるので、マンション内で

知恵を出し合って“地域の底力”で

妻とふたり暮し★車で避難

入れます。そちらに向って下さい。

はできない」という人「でも犬は犬

元気な方を探すよう話をします。

○避難所のルールではこの目的では

この困難を乗り越えていきます。」

「ペットはどうする？衛生上の問題

ホームレス男性2名が「俺たち新宿

だから同じでは？」という人。「自

高齢者の方の体調が急変して、急

使えないので大きな病院に助けを

【カフェの参加者】

もあるし、犬は苦手の人もいる」
「最

区民だ」と避難してきました。汚れ

閉症の人って音に敏感だそうだけ

に胸が苦しいと言って横になった

求めるようにお話をします。

落合地域の民生委員・児童委員、高齢

近はペットＯＫのマンションも多い

や悪臭が酷いけど、
どうしよう？！

ど、この人ごみになじめるかな…」

まま突然死をしてしまいました。

者クラブ、障害者関係の保護者会、福

し、家族同様にペットを扱いう人も多

○「こちらにお願いします」と出入

等、またまた議論百出。

どうしたらいいでしょうか？

祉施設の職員、障害者福祉課の職員、

いからどう説明する？」
「要介護や松

落合第二特別出張の所長、社会福祉協

葉杖の人は2階というわけにはいか

議会の職員、あゆみの家の職員など。

ないね」
「車はとりあえず校庭かな。

初めに参加者は、7人ずつ4つのグ

でも次々に来たらどうする？」等と

して移っていただく。

どのグループも避難所が2階にあ
るため車イスや松葉杖利用者は1階

く、運営が軌道に乗るまでは高齢者や

区指定の避難所には、ペットや駐

域住民の自主運営ですが、平時は出

障害者、乳幼児など環境変化に弱い人

車、区外在住者、燃料の対応ルール

○まず住所確認をします。社会福祉

張所が事務局的なサポートをしてい

たちには過酷な環境で生活が始まり

がありますが、障害者や高齢者、乳

協議会に連絡してホームレス支援

ます。実は、区の指定避難所では車

ます。真冬や真夏の避難生活は誰もが

幼児の支援や対応については「支援

団体に連絡します。

やペット、病人、帰宅困難者への対

未体験で大変なストレスになります。

が困難な場合には福祉避難所に移

○体育館の更衣室を一時安置所にし

す」というルールがあるだけです。

の移動を考えてもらいます。

続々と避難者が押し寄せます。

誘導、炊出し、広報、防犯等、全員

№7：四谷光一（60歳）妻、祖

病気療養中で避難してきた人の病

応ルールがあり、その内容を所長が

が何かの役割を担います。机上には

父、息子と4人暮し ★医師

状がどんどん悪化してきて家族か

解説員のように説明してくれまし

大きな模造紙に「避難所・西落合小

№9：住吉実（59歳）ひとり暮し

ら「何とかしてもらえませんか！」

た。（紙面の都合でここでは話を先

学校」の平面図が描かれています。

★本人は重傷を負い、ペットの犬

と切実な訴えがありました。

に進めます。）

№12：渋谷元（40歳）妻、息子

ニチュード7、震度6強。電気、ガス、

と3人暮し、★妻は看護師

○避難者の中に医療関係者がいるの
で対応を依頼します。
○医療関係者がいたら最小限の手当
をお願いして二次避難所（福祉避

水道、トイレ、ＥＶは使用停止です。
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のガソリンを活用します。車のバッ

登場してもらいました。避難所は地

○受入拒否はできませんが、他所へ

の分担決めです。受付、救護、避難

日時は12月1日（水）午後4時。マグ

○備蓄は限りがあるので駐車中の車

被災直後の避難所は救援物資もな

喧々諤々の議論が始まりました。

1匹とインコも一緒

リンスタンドに補給を依頼します。

このあたりで特別出張所の所長に

口付近に誘導します。

ループに分かれて避難所開設のため

被災状況が発表されました。
「発災

○避難所備蓄のガソリン、次はガソ

見えてきた避難所の実像

ます。

テリーも使えるなら活用します。

大災害では誰もが被災者なので個別

○避難所にいる医師の判断を仰ぎ死

対応で特別な配慮はできないという

亡が確認されたら適切な場所を用

ことです。最後に参加した保護者の

意して安置をします。

方から「どんなに困難でも自宅にい

○避難者の中にいる医師が確認。遺体

るしかない。避難所には行かない、

出張所長の解説になるほど納得と

安置場所が確認できるまでの間、

行けないという親が大半だと思いま

頷づいている間にも、避難者は続き、

避難所内に安置場所を確保します。

す」という話がありました。
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わが街、落合 ⑪

います。また、地域のボランティア

落合ボランテ
落合
ティア・地域活動
サポートコーナー
～地域の身近な相談窓口～

♥取材を終わって…

ていただければと思います。

が気軽に立ち寄れるという利点もあ

正直にお話しすると、実は、私も

今回は落合のボランティアコー

ります。地域のみなさまに一番近い

福祉の仕事に就きながら「社協って

ナーを中心に紹介しましたが、
「新

社協の窓口として、その地域に密着

よく聞くけど、何をしているところ

宿ボランティア・市民活動センター

したボランティア情報や相談者が必

なのかよく分からないなあ…」とい

（地域活動支援課）
」の活動全体の概

要としている情報を的確に発信でき

う疑問を長年もっていました。です

要は次のとおりです。

るよう心がけています。

が、
今回、
インタビューの機会を得て、

① 地域コーディネーター講座

社協がとても身近で、頼りになる存在

② 福祉教育・福祉体験学習

だと感じられるようになりました。

③ ふれあい・いきいきサロン運営支援

落合ならではの活動としては、
「落
合手作りの会」の活動を支援してい
ます。
「落合手作りの会」は、寄付さ

12 月には社協とスターバックス

「わが街、落合」
、今回は、新宿区

Ｑ１：落合地区のボランティアコー

ア講座や研修・地域活動のお知らせ

れた布地や毛糸を小物に仕立てて販

のご協力でスタバの店員さんによる

社会福祉協議会（以下、社協）の落

ナーはいつ頃から始まって、どん

やボランティア募集の情報を掲載し

売し、その売上金で車いすを購入す

「1 日出張・あゆみカフェ」が開店

合ボランティア・地域活動サポート

なことをしていますか？

ています。
これらの情報は、
社協のホー

る活動をしています。小物は地域イ

します。こんなところでも社協が裏
方さんでがんばっていることを再認

④ 地域ささえあい活動助成事業
⑤ 暮らしのサポート事業
⑥ ファミリーサポート事業
⑦ 介護支援ボランティア・ポイン

コーナー（以下、ボランティアコー

ボランティアコーナーでは、その名

ムページでもご覧になれますし、携

ベント等で販売されて、購入した車

ナー）を紹介します。落合のボラン

前のとおり、ボランティア活動や市民

帯電話やスマートフォンへのメール配

いすは聖母ホームや社協に寄贈され、 識することができしました。

ティアコーナーは、落合第一特別出

活動の相談・支援を行っています。落

信も行っていますので、気軽にボラ

ボランティアコーナーでも貸し出さ

張所内にあります。

合のボランティアコーナーは、平成 5

ンティア情報を得ることができます。

れています。小物の

読者の皆さんに向けて

11 月 26 日の午後に取材に伺いま

年に開設されました。現在、新宿区

情報発信を大切にして力を入れて

手作りを趣味にして

「近所にお越しの際は、

したが、その日は午前中にあゆみの家

内にはボランティアコーナーが四

いますが、それでも「社協ってよく

いる方は多く、趣味

ぜひお立ち寄り下さい」

⑪ 地域行事用機材の貸出

で福祉関係者の交流の場になってい

谷、
箪笥町、
若松町、
大久保、
落合第一、

聞くけど、何をしているのか分から

を活かして自分も楽

というメッセージをいた

⑫ 災害ボランティアセンター運営

る「つながるカフェ」があり、ボラン

柏木の 6 か所の各特別出張所内に

ない」という声をよく聞きます。事

しみながらボラン

だきました。地域の身近

ティアコーナーの職員の方も参加し

あって社協の職員が常駐しています。

業内容の詳細を知らない方でも「社

ティアができること

な相談窓口、応援団とし

●落合ボランティア・地域活動サポー

ていました。偶然にも午前と午後でお

具体的には、ボランティア活動をし

協に行けば、生活や福祉に関して

は素敵なことです。

て、皆さん、ぜひ利用し

トコーナー：ＴＥＬ：
（5996）9363

互いに訪問しあう一日となりました。

たいという方とボランティアを必要

困った時に気軽に相談にのってもら

さて、聖母病院のそばにある落合

とする方（個人から団体や施設）の

える」
、
「何か情報が得られるかも…」

第一特別出張所の中に入って右に進

コーディネートをしています。そのた

ということを頭の片隅に置いていた

むとボランティアコーナーはありま

め 1 人ひとりに合ったボランティア

だければ、解決に向けて初めの一歩

す。新宿社協が特別出張所の一角を

選びや日常生活の悩みごと相談にも

になると思います。ご近所で困って

借りて運営している小さなコーナー

きめ細かな対応を心がけています。

いる方がいたら、ぜひ「社協に相談し

ですが、掲示板には落合地区のイベ

また、相談内容は、乳幼児や障害者、

てみたら…」とアドバイスをして下

ントやボランティア情報が満載で、

高齢者、生活困窮者の問題など多岐

さい。そのような口コミが地域全体

賑やかなスペースとなっています。

にわたるので地域住民や専門機関、

に広がって、人と人とがつながる街づ

チラシに目を通すと、面白そうな企

行政との連携・協力も欠かせません。

くりの支援ができたらと思います。

今回は、ボランティアコーナーで

Ｑ2：事業を進めていく上での目

Ｑ3：他にもボランティアコーナー

「実際にどのような取り組みが行わ

標や課題はどのようなものか、教

を利用するとこれがお得とか、役

えてください。

立つ情報があれば教えて下さい。

画がたくさん並んでいました。

れているのか？」をアンケート形式
でじっくりインタビューさせていた
だきました。

社協では、地域に暮らす方の課題

ボランティアコーナーでは、ボラ

について地域住民同士で気づき、支

ンティア保険やボランティアが活躍

えあうことを応援する活動を行ってい

する行事保険の加入受付もしていま

ますが、そのためには、地域住民の方

す。また、車いすの貸出も行ってい

にボランティア・市民活動に広く関

ますのでご利用下さい。

心を持ってもらうための情報発信が

各ボランティアコーナーは、特別

欠かせません。
そこで毎月15 日にボ

出張所の一角にあるので、社協を知

ランティア情報紙「しずく」を発行し

らない方にもボランティアコーナー

ています。
「しずく」にはボランティ

の存在を知っていただく場になって
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最後に、ボランティアコーナーから

ト事業
⑧ ふれあい訪問・地域見守り協力
員事業
⑨ ちょこっと困りごと援助サービス
⑩ 車椅子貸出事業

支援等

第４回 あゆみカフェ
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利用者満足度調査を
実施しました。

３位：職員に対する意見の言いやすさ（満足度 77％）
⇒前年度は、73％
通所バスや給食、入浴がないとなると保護者の送迎や給
食の持参を求められ、入浴もできないと家族の負担は大変
なことになり継続的な通所はできなくなります。区立施設
でこれが保障されている満足度が非常に大きいようです。

満足度が今年も高かった「通所バス、給食、入浴」3 つのサービス。

今回は「重要な課題」についても聞きました。

これらの課題や不安は、多くの保護者が日頃感じているこ

医療的ケア等の健康管理について
12 月の “アリンス復活ライブ・燃える稲妻マン！”

とても満足
23％

わからない
普通
19％

まあまあ満足 54％

職員に対する意見の言いやすさについて

まずまずの結果だった満足度調査

やや不満

まあまあ満足
50％

とても満足
27％

普通
15％

12 月の職員会議は、
「利用者満足度調査の結果をどう考

とだろうと予想していましたが、結果は、予想以上に保護

利用者満足度については、例年と同じ 21 項目の調査を

えるか」をテーマにしました。冒頭、所長からこんな話が

者の思いに多様性があることがわかりました。例えば、
「と

行いました。調査票は、平成 27 年 12 月現在在籍してい

ありました。
「この調査は、第三者サービス評価と並んで

てもあてはまる」
「少しあてはまる」の合計が 70％以上に

る利用者のうち 1 年以上の利用実績のある 33 名に配布

◆
「とても不満＋どちらかといえば不満」が多かった項目

外の目と声を運営に生かすことを目的に実施しています

なった項目が４つありましたが、どれだったでしょうか。

して、回収は 26 名（回収率 79％）でした。

１位：施設の使い勝手 ～活動室の広さや機能～

が、今年は特に大事です。区直営から法人運営に代わって

１位：あゆみの家にずっと通わせたいと思う（96％）

5 年目の来年は第 1 期指定期間の最終年です。来年は第

２位：高齢化と働く親が増えているので父母会の役員の負
担がとても重い（81％）

2 期も私たちが運営を担うために次期 5 年間を見すえた
運営をしながら、第 2 期に向けた提案をしなければなり

２位：個人の年齢や適性に配慮した個別プログラム
（不満度 12％） ⇒昨年度は、18％

通かな」
「やや不満」
「とても不満」
「何ともいえない又は

３位：親亡き後の支援を誰が担うのかを考えると、とても
不安（73％）

ません。大切だというのは、その検討を進める際の材料や

（不満度 31％） ⇒昨年度は、18％

回答方法は、無記名式で、満足度に応じて 5 つの選択
肢から回答を得ました。
（
「とても満足」
「まあまあ満足」
「普
非該当」
）
。他に、自由記述欄を設けて意見や要望を記入し

施設の使い勝手について

ていただきましたが、調査結果の特長は、次のとおりです。
12

３位：あゆみの家は区立施設だから将来にわたり安心だと

ヒントがこの調査結果の中に詰まっているからです。
」

思う（73％）

そんな事情から今回の調査では新たに 12 項目の「重要

わからない

課題調査」も実施しました。満足度調査はもっぱら日々提
供しているサービスに関する満足度を聞くものですが、重

少しあては
まる 23％

とてもあてはまる 73％

要課題調査では、将来に対する不安や要望、あゆみの家以

1 位：あゆみの家にずっと通わせたいと思う

外の時間や曜日も含めた生活全体について聞きました。

あまりあてはまらない

重要課題の 12 項目の質問とは…
とても
23％

・
「あゆみの家にずっと通わせたい」と思っている
・家事や仕事、介護でもう限界に近い毎日だと感じている

少しあてはまる 58％

15％

2 位：父母会役員の負担がとても重い

・困ったことがあっても誰に相談したらいいかわからない

あまりあてはまらない

・高齢化や働く親が増えて父母会役員の負担がとても重く
とても
27％

感じる
・他の保護者が困っていても声をかけにくい

少しあてはまる 46％

◆
「とても満足」の回答が多かった項目
⇒前年度は、47％

・保護者のコミュニケーションに世代のギャップを感じる

通所バスについて

い（50％）

・あゆみの家は区立施設だから将来にわたり安心だ
・いつ入所施設や福祉ホームに入居してもいいように親と

３位：家事や仕事、介護のことで限界に近い毎日だと感じ
ている（47％）

して心の準備はできている
この質問に「とてもあてはまる」
「少しあてはまる」
「あ
まりあてはまらない」
「あてはまらない」
「わからない」の

３位は、今年は在宅生活が困難で入所施設に移行した利用
者が 10 名出たことが大きく影響した結果でしょう。

5 つの選択肢から答えてもらいました。

とても満足 54％

普通
15％

まあまあ
19％

中活動のプログラム」では 4％、
「緊急対応や事故報告」
8

では 8％という結果でした）
。全体的には年々、満足度は
少しずつ向上していてまずまずの結果でした。

普通 非該当

入浴サービスについて
まあまあ満足
35％

給食サービスについて
とても満足 46％

6

他にどんな調査項目があるのか紹介します。
（右側の数

12

字は、
「とても」と「まあまあ」を加えた満足度の数字です）
やや不満 無回答

まあまあ満足
35％

○ 職員の説明や報告のわかりやすさ、丁寧さ：65％
○ 職員の介護や支援の習熟度や安心感

8

8

：65％

○ 見学や訪問のしやすさ（開放感、親近感）：61％
○ 個別支援計画やリハビリ計画について

：65％

◆
「とても満足＋どちらかといえば満足」が多かった項目

○ 年齢、適性を配慮した個別支援プログラム：62％

１位：入浴サービスの利用（満足度 82％）

○ あゆみ祭や「あゆみだより」による啓発 ：61％

⇒前年度は、61％
２位：給食による食事提供（満足度 81％）
⇒前年度は、77％

○ 災害時の防災対策（備蓄品やマニュアル）：46％
○ 個人情報保護や権利擁護、虐待防止

：47％

○ 緊急対応や事故に関する連絡や報告

：38％

最後の 3 項目の満足度が低いのは、取り組みの中身が

３位：検診や医療的ケア等の健康管理（満足度 77％）
⇒前年度は、82％
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12

や報告」で 18％の不満度が示されました。
（今年は、
「日

やや不満

のか、わからない（65％）
２位：他の保護者が困っていても、なかなか声をかけにく

大切だと思う

普通
23％

ログラムの種類や内容」で 18％、
「緊急対応や事故の連絡

⇒前年度は、56％

や切迫感がないことがわかった項目もあります。それは…

・本人の将来については、保護者同士の助け合いがとても

やや不満

ありませんでした。昨年は、上記以外でも「日中活動のプ

３位：給食による食事提供（とても満足 46％）

逆に、
「あまりあてはまらない」や「あてはまらない」

１位：困ったことがあっても誰に、どこに相談したらいい

・あと 10 年くらいは今と同じように本人を支援できる

まあまあ満足 50％

8

上記 2 項目以外で 10％以上の不満度になった項目は、

19％

の合計が予想以上に多く、こちらが考えていたほど緊急度

も不安

12

⇒前年度は、30％

とても満足 47％

・親なき後に本人の支援を誰が担うのかを考えると、とて

やや不満
23％

普通 31％

２位：入浴サービスの利用（とても満足 47％）

3 位：親亡き後を考えるととても不安

・保護者、職員、区役所の協力体制がよくできている

まあまあ満足
23％

とても不満

適性に配慮した個別プログラムについて

１位：通所バスによる送迎（とても満足 54％）

４

十分に周知されていないことも影響しているようです。
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第39回

今年のあゆみ祭は、あいにくの雨天でしたが、
くまモン効果なのか、お祭りが地域に定着したせいか、
例年と変わらない来場者数でした。
地域の様々な団体の皆さんや50余名のボラン
ティアの皆さんの応援を得て大賑わいでした。

子供たちの歓声と人並みをかきわけてくまモンが登場！
吉住区長とご対面の後は、楽しい『くまモンのショータイム』。

子供の笑顔がいっぱいの人形劇。

集客力一番は今年もバザーでした。

手作りゲームにはたくさんの親子連れ。

今年は4つのグループブースが新登場。

地域の皆さんが模擬店コーナーを運営。

ステージでは素敵な太鼓のライブ演奏。

短期入所と日中ショートの

申込みルールが
変更されます。

【変更内容】

同日午後1時から先着順に受付け。

◆これまでの申込み方法

その際は回数の制限はありません。

利用したい日の属する月の2か月前

※1日が土日祝日の場合は翌開所日と

の月の1日の午前9時から先着順。

なります。また、このルール変更は

◆変更後の申込み方法

短期入所、日中ショート共通です。

利用したい日の属する月の2か月前

【変更時期】

の月の1日の午前9時から先着順。

平成28年2月1日の申込みから。

1回の申し込みでお受けするのは1

（平成28年4月利用分の申込み）

回分（1泊2日も3泊4日等の連泊

【問合せ先】 福祉部障害者福祉課

も1回分） 2回分以降の申込みは、

電話：５２７３-４５８３まで
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