
特定非営利活動法人

がんな

“

丘

川の約1000匹のこいのlゴリです。

群馬県館林市の「世界一こい
のばりの里」の5000匹以上の
こいのばりです。
壮観です !!

平成21年 5月 8日発行

(第 7号 )

だより

普さま、各春でのダ聰会に参か されましたか?

千戌20年度は9月 6日 「じょぶライフだいせん」を

皮切 りに12口、グ聰会が開催 されました。

QOL事業の一環としてNPO理事が

オブザニバー参か しました。

今口は特集として、まとめましたので

ご報告 します。
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千茂20年度 福社え抜サー ビスダ聰会のまとめ

千戌14年度からスタートした第ニオ委員会ダ聰会は今年度も日程
どおり無事終了しました。             _
オ1月 者のが 。ご家族 。大阪府障害者福社事業団にとって、特にこ

の5年間はめまぐる゙しい変化の建続でした。
措五制度からえ抜費牛1度へ、そして障害者自立え援法へと国の施

策は大転換しました。
障害オ自立え掟法はオJ用 者にとつて、従来の牛1度 より不オ」な衝が

多いため径追措置で餞わされてきましたが、21年度に几直しされる
ことになっています。
この人転換への対應に全国の各施設は必えに努力しているし、人

阪府障害者福社事業団も例外ではありません。
十数年前から始 まった事業国の疾革はオJ用 者の大半が希笙する地

域生活に嗜應するかのように、大阪府下に拠点施設を次々に準備 し
現在も建設ヤです。一方、現段階で地域生活が困難と思われるオ1月
オの方へは立症ぶ身障害児施設 「す〈よか」、特別春装老人ホーム
「かんなびのさと」が建設されました。
このように時代の流れは、金岡1フ ロニー時代の各施設が縮′

1ヽ また
は閉鎖 されるにいたりました。

ここ4～ 5年、各施設の貧聰会では「わたしの春はどうなるの ?」

ご家族からは「本当にうちの子は地域生活ができるのか ?」 眈 戌
生活総合え検センターって何 ?」 「環党の変化に伴い年給的にも迪
應できるのか ?」 を′む配する声、そして具体に「どのようなサービ
スを提供 してもらえるのか ?」 などと地域への積極的な声も閻かれ
るようになりました。

また、下
=已

の1～ 8に掲げた項 目はNPO
かんなびの丘が取 り組んでいる (第ニオ評価
事業でオ1用 する)一般的な評価基準 と評価項
目です。
われわれは、これ らのJ頁 目に添って一つ

ひとつ を几ていくことによリオ1用 者のQOL
の向上に役立てるのではないかと考え下記
に記載 しました。

評価基準
1、 人権への配慮

*オJ用 者の権オ1の 擁護 *プ ライバシーの保護 *身 体掏未 。体
罰 。虐待への取 り組み *生活の場としての環境整備 等

2、 オJ用 者の主体性・個万1性の尊重
*オ1用 者満足度の向上への取 り組み *オJ用 者の意几を九分に言
える体411 *オ1月 者の意几や意向への酉已慮

3、 サービス管理 システムの雄立
*径学における社会的責任 *径普者のリータ

゛
―シップ *サ ービ

スの質の向上に向けた取 り饂み *子情解決のしくみの確立
4、 危機管理体牛1の 確立

*安全管理・安全の確保 等
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8、 サービスの実施内容
*各分野】1に設定

20年度のダ聰会について
簡単に報告いたします。

5、 地域生活と夫流・逹携
*地域生活におけるサービス提供 *グループホーム、ケアホー
ムのサービス内容 *地域住民やボランティアの史流の場の提供
*関 係機関との相談・生携 等

6、 理学上の透明性の確保 と継続性
*JE念や基本方針、ヤ長期計画の策定及び職員やオ1月 オヘの周井
*情報 F・l示への取 り饂み *経営次喜への取 り饂み 等

7、 職員の質の向上
*職 員の奇質の向上に向けた研修の充実 *職 員の処員・就業環
境への配慮 *職員の参かによるサービス内容の点検■ 評価 等

1、 人権への配慮では、プライバシニの保護の観点から立ち話の際
も周囲に充分配慮 して欲 しい。また、き くなった建物の修理は
虫未ないものか等の意几も出ていました。 (生 活の場 としての
環境整4/tの 姜笙)

2、 オJ用 者の主体性・個矛1性 の尊重では、白閉的傾向にある人には
行動の混舌しを防〈だめに個rllに 「スケジュール表」 「写真 。会
カー ド」等を用いた結果、安定 してきた話が施設像1か らなされ
ました。

3、 サー ビス管理 システム の確立については、特に
話の節々に施設佃1が意識 して取 り饂んでいるとい
した。

4、 危機管理システムの・
rt立 では、特にた間における地震、人災に

おける安ミ 。安全の確保はどのようになされているのかとの質
問があり、法今に添った非難コ1練の実施 と夜ral時 はマニュアル
に添った対応 と職員逹絡網等で短時ralに 集合できる体牛Jが出水
ている等の説i明 がありました。

5、 地域生活と夫流・逍携では、地域生活におけるサービス提
供、グループホーム、ケアホームのサービス内容について具体
的に訊ねるケースもありました。事業団は地域におけるオJ用 者
の総合的なえ検 (多 様な福社サービスをオ1月 しながら)を 目指
しており、ロヤサービスの体牛1作 り、地域え抜センターの充実
などの説明がありました。

6(理学上の透明性の確保と継涜性では、今回の特記 とも言 うべき
「事業団の理念」が紹介 されました。 (茅1託参照)

7、 職員の質の向上では、福社への恙のある人を採用するこ
がけている。 しかし、福社系卒業 /―Eが他企業へ就職 してし

(自 立え抜法による待4次善が几直しされている)こ のこと
題になりました。

8、 サービスの実施内容については、各盤 とも冒頭に施設長とセ
ンター長より説明がありました。

まヽ
蟹
晰

難
潔

哲♂つ

いれ薦
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今口の特記すべきことは、「事業団理念および基本方針」が示さ

れたことです。
事業団理念として「ともに生 きるだを育み ともに歩む社会の実

現」とあります。
鮨かく読み解いていくと、「おユいにともに生 きようとする心を

育まなければなりません 。・ 0。 人がつながる力を育むことが福社
の原点 。基底であると考え、その"′む"を もって歩んでいきます。
・・・・」これは社会に対する啓蒙であり、障がいのある人を社会
とともに事業国も着未へ向け継涜 してしっかりと歩いて (え撥 して

)い きます。と宣言 してあります。 「これで親なきイたもひとまず

安ぶだ」との声が各施設のダ聰会で開かれました。
ご家族の春さんはオ1用 者のなさんの福社サービスの質を高めるた

め、前41～ 8の 評怖
"頁

目を参考にしながら、日常的に施設のあり方
を几ていただくとオ1月 者のQOLの 向上に繋がるし、これからの 「ダ

聰会」が人いに盛 り上がることと期待 しています。

第二者委 員か らの主 なア ドバ イス

剰業境の次喜衝では、他の福社サービスオJ用 でいろんな道がある。

*グループホーム、ケアホームを■ることが大切、大きな集団から
′
]ヽ さな集団へ環境を変えることによつてたい方向に変わること

もある。

*コ ロニーの再編で「わが子にとつてたくなっていくのか ?」 「わた
しだったら住めるか ?」 「家族が住める環境か ?」 等を検証す
る羹姜がある。

*オ1用 者、ご家族の方が比戌移行 してよかったと思えるように施投狽1

は努力してください。

*オJ用 者、ご家族の方は困って
いることを言い続けるよう
にして ください。

*え抜者にとつてオ1用 者がどの
ように感じているかを常に

意識することが必要です。
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交流の場

「第4口 ひろとんJに今回 も
参カロしました。

し`ろとん (市 民活3/Jわ くわ (広場inと んだばや し)が今
年 も、宮口林市民会館 レインボーホールで3月 8日 (日 )に
開催 されました。
4ロ ロとなる「ひろとんJですが、 とんだばや し市民ダ益

活動 え波ネット化33団体が参か し各団体 による晨示・販売・
各種相談、41Stl体 によるプレゼンテーション、金岡1島 狡ダン
ス部 によるダンスが薇露 されました。

また、午後からは「ダ益活動 を共に考えよう |～ NPOと
町会などの連携・協働について」をテーマにしたパネル
デ ィスカッションが行われ、おおいに会場が盛 り上がりま
した.

NPOかんなびの丘 も4年逹統の参か で、もみのき零・ 〈
すの き零のイJ用 者が精塊 こめて作成 した製品を販売 し、
20、 210円 の売 りLげ めヾありました。

水年以降も、地域 との連携 を深めるため積極的に参か し
てい きたいと思います。

利用者の自主製品の
販売コーナー

NPOかんなびの丘
展示コーナー
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平成20年度現在の会員数
正会員
賛助会員

6Z名 .

第3オ委員グ腱会

オ1用 者ダ聰会

223名

20 のグ聰会 曰

施設名 月 El 委員名 場所

じょぶ ライフだいせ ん 9月 6 El(J■ ) 杉 4・lわ子 各施設

ワークきつき 9月 7日 (El) 佐野工幸 各施設

しいの き。すぎの き零 9月 13日  (t_) 二t3優子 すぎのき案

か しのき寮 10月 13 El(月 わ已) 二 ffl優子 各施設

す くよか 10月 25日  (■ ) 二 K17侵 子 各施設

若松・ひのき案 10月 26日  (El) 佐野工幸 コロニーセルフ
゜
管理1お耗

地域生活総合夫抜センター さら

'

11月 9 El(日 ) 二III優子 各施設

かん なびの さと 11月 9 El(日 ) 杉村わ子 各施設

くすのき審 11月 22 El(‐L) 杉村和子 各施設

もみの き春 11月 24 El(月 祝 ) 佐野工幸 各施設

ワー ク くみの き 12月 7 El(El) 佐野工幸 各施設

鬼域生活鑢合え掟センターゆう 12月 7 El(日 ) 杉村和子 各施設

施設名 月 日 担当市 場所

くすのき審 9月 16 El('く ) 11文 野市 各施設サ理棟

もみのき零 10月 3日 (金 ) ね原市 各施設管理棟

かしのき春 10月 1 6 El(/1k) 富口林市 各施設管理棟

か ん なびの さと 10月 22 El (ノК) 河占町 各施設 管理林

しいのき。すぎのき案 H21年 2月 13日 (金 河内長野市 各施設管理棟

特定 人 NPOか んなびの丘
(連絡先)

T584-0054
大阪府富田林市大字甘南備 216番 地
(大阪府立金剛 コロニー内)

電  話 :0721-35-0721
ファックス :0721-35-0721
メール :kannabi@peach.plala.or.jp
ホームページ :http://kannabi.jp
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