北区障害者地域自立生活支援室より

第５４号（2012 年 6 月発行）
【年 6 回偶数月上旬発行】
相談窓口
〒114-0032 東京都北区中十条 1-2-18 障害者福祉センター内
TEL：03-3905-7225 TEL・FAX 兼用：03-3905-7226 E-MAIL：peernet@ma.kitanet.ne.jp
開所日時：月～金 １０時～１９時

土 １０時～１７時 ＊日・祝・年末年始は休み

ろ く せいかい

“支援室だより”は印刷されたもののほか、視覚に障害のある方のために、「点字サークル六星会（福祉セン
タークラス）」のご協力で 点字版 を、「音訳グループやまびこ」のご協力で 音訳版 を作成しています。ご希
望の方は支援室までご連絡ください。（TEL・FAX 兼用：03-3905-7226）
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「東京版救急受診ガイド」の提供が始まりました
急な病気やケガの際に、
「今すぐ病院に行った方がいいのか？」
「救急車を呼んだ方がいいのか？」など
迷った際の電話相談窓口として「東京消防庁救急相談センター＃７１１９」が開設されています。
東京消防庁で、年々増加する救急相談に対応するために、ホームページ・冊子で自らが病気や
ケガの状態を確認し、緊急性等について情報を得ることができる「東京版救急受診ガイ
ド」の提供を新たに開始されました。

【お問い合せ】東京消防庁救急部救急医務課
電話：03-3212-2111（内戦 4545・4507）
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/
1

障害者向け成年後見講演会「親族後見のいろいろ」のご案内

【講演内容】
・親族後見の事例
親族だから気をつけるべきこと
親族後見のよしあしと問題点
・親は何をしておくべきか
障害児の親として、ご自分や家族の将来、
また、財産管理、相続、遺言などについて一緒に考えます
【講師の先生紹介】

藤原淳先生

昭和 62 年小平市社会福祉協議会入職。小平市立障害者福祉センター、知的障害者 作業訓練室、相
談支援担当。平成 6 年より同、障害児通所訓練、あすこの園、相談支援担当、平成 16 年より同、機能訓練
室、相談支援を担当する。平成 12 年より社会福祉協議会事務局に勤務。平成 13 年、地域福祉権利擁護
事業・成年後見制度・専門員。平成 19 年、権利擁護センターこだいら担当主査。平成 20 年より同センター
係長を務める。現在、小平市基幹型包括支援センター中央センター、センター長、小平市成年後見制度
推進機関、運営委員会運営委員。

【日時】 平成 24 年 9 月 8 日（土）13：30～16：00(13:15 受付開始)
【会場】 北とぴあ １４階 スカイホール
【対象】 北区在住、在学の障害者とその関係者
【定員】 80 名
【参加費】 無料
【申込方法】電話、FAX またはメールでお申込み下さい。
・メール・ＦＡＸにてお申し込みされる方は、氏名、住所、お電話番号、参加される方の区分（障害者（児）・家族・福祉関係者・その
他）をご記入ください。
・メールの場合は、件名に必ず「障害者向け成年後見講演会 ～親族後見のいろいろ～ 申込」と記載願います。

【申込締切】

8 月 31 日

（金）
【問い合わせ・お申し込み先】
北区障害者地域自立生活支援室
Tel＆Fax ： ０３ - ３９０５ – ７２２６

（受付時間 : 月～金 10 時～19 時、 土 10 時～17 時）
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上中里駅のバリアフリー情報ご紹介
JR 京浜東北線の上中里駅にエレベーター完備の連絡通路が設置されました。上中里駅は、高台に駅が
あり、低地側からは長い急な坂を登らなければ駅に行けなかったのですが、エレベーター完備の連絡
通路ができたことで便利になりました。

②エレベーターは２基あります

①低地側から見た連絡通路

③通路の先が駅です

④連絡通路を出たところ
⑤上中里駅に到着
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平成 24 年度版「居宅介護事業所調査報告書」が完成しました

【各事業所概要ページ抜粋】

毎年、北区において居宅介護サービスを提供している事業所にアンケート調査を行い、内容をまとめ発行してい
る「居宅介護事業所調査報告書」が今年も完成しました。今年は 91 か所の事業所より回答をいただきました。
今回は調査報告書の内容を少しご紹介いたします。

北区においてサービ
ス提供をしている事
業所一覧のページも

◆「居宅介護事業所調査報告書」の特徴◆
①事業所ごとに提供しているサービスがわかる
②事業所ごとに所属しているヘルパーの男女の数、年代がわかる
③事業所ごとの夜間・早朝・土日祝日・年末年始の対応状況がわかる
④事業所ごとの医療的ケアの提供状況がわかる

あります。

⑤事業所ごとに過去に障害者にサービス提供してきた実績があるかわかる
各事業所概要ページでは、
過去の介護経験の詳細、自費の場合の料金、
キャンセル料がわかる

各事業所の提供サービス内容が
一目瞭然！

所属しているヘルパーが 20～
60 代まで男女何人いるかわかる
夜間・早朝などの
対応状況がわかる

「居宅介護事業所調査報告書」は無料でお
配りしています。必要な方は支援室までご
連絡ください。
なお、こちらはすべて NPO 法人ピアネッ
ト北のホームページ上でも公開していま
す。こちらもご利用下さい。
（http://www.peernet.or.jp/）
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情報提供
たいよう事業所が新たにオープンしました
2012 年 4 月より、あすか作業所、あすか第二作業所、あすか第三作業所、愛の会第一福祉作業所、愛の会
第二福祉作業所が集まり、ひとつの作業所「たいよう事業所」として豊島 5 丁目にオープンしました。

【事業所の概要】
●作業室なでしこ（就労継続支援 B 型） 現員 19 名
（内容）箱折り、マグネット製品組み立て等
●作業室ひまわり（就労継続支援 B 型） 現員 29 名
（内容）ファイル袋入れ、化粧品箱検品、公園清掃等
●作業室さくら（就労継続支援 B 型） 現員２４名
（内容）箱折り、封入、部品組み立て等
※

就労継続支援 B 型

定員７４名

元豊島北中学校の校舎を利用しています。

※

●作業室きぼう（就労移行支援事業） 定員６名
（内容）医療用滅菌棒袋詰め、せんべい加工販売（予定）等
【利用対象者】
主に知的な障害をお持ちの方で、障害福祉サービスの受給者証を受給されている方。
【利用時間】月曜～金曜

午前８時３０分～午後４時３０分

【休日】土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始
【アクセス】
JR 京浜東北線、メトロ南北線「王子駅」より
都営バス「豊島 5 丁目団地行き」、もしくは「西新
井行き」に乗り「豊島 5 丁目団地」下車。乗車時
間約 10 分。

【お問い合せ】尚道手をつなぐ会 たいよう事業所
住所：北区豊島 5-3-35
電話：03-3927-0348
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デイジー版資料のご案内
①「障害者福祉のしおり」デイジー版ができました。
北区が毎年発行している「障害者福祉のしおり」のデイジー版が完成しました。障害者福祉のしおり
は、障害者向け福祉サービスの内容と利用方法などを紹介している冊子です。

【お問い合せ】北区健康福祉部障害福祉課
電話：３９０８－９０８１

②「2012 東京の福祉保健」デイジー版ができました。
福祉・保険・医療の現状と東京都福祉保健局の主な施策を説明している冊子「2012 東京の福祉保健」
の音声版が完成しました。
なお「2012 東京の福祉保健」はインターネットでも見ることが可能です。
詳しくは東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。
（http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/）

【お問い合せ】東京都福祉保健局総務部総務課広報係
電話：５３２０－４０３２

③「ことばでわかる駅情報（東京メトロ南北線 北区内６駅）
」のご案内
東京メトロ南北線の北区内６駅（赤羽岩淵駅、王子駅、王子神谷駅、駒込駅、志茂駅、西ヶ原駅）の
駅の概要やトイレの場所、改札などの駅情報をことばで案内してくれる「ことばでわかる駅情報」の
デイジー版を NPO 法人ことばの道案内が作成しました。
なお、ホームページ上でも公開されていますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

【お問い合せ】NPO 法人ことばの道案内
電話：３９１６－０３００
http://www.kotonavi.jp/

上記①～③のデイジー版は支援室にもございます。
必要な方には貸し出しを行いますので、支援室までご連絡ください。

7

女性専用プール「アクアサポート」のご紹介
身体に障がいのある方や高齢のためプールでの運動をひとりで行うことが難しい女性のためのプロ
グラムです。女性指導者が入水までの介助と水中ウオーキングや水泳などを一人ひとりの希望にあわ
せて指導してくれます。
プールで運動してみたいけれど・・・、ひとりでは不安とあきらめていた方、インストラクターとマ
ンツーマンで水中運動を楽しんでみてはいかがでしょうか。

アクアサポート利用案内
対

象： 肢体・視覚・聴覚など身体に障がいのある 16 歳以上の女性
および高齢のため水中での運動にサポートが必要な女性
実施曜日： 月曜・火曜・水曜・金曜 時間帯は相談の上決定
手続き ： 電話もしくはメールでお申込みください。はじめての方は事前に
面会し参加内容の相談と施設をご案内させていただきます。
費
用： 3,150 円（30 分）～6,300 円（60 分）更衣の時間は含みません
1 回ごとの利用料のみで、入会金や月会費は必要ありません
＊日本体育協会・日本赤十字社など水泳に関する公認資格を持つ女性
インストラクターがサポートいたします
場
所： 東京 YWCA 会館 地下 1 階 YWCA フィットネスワオプール
主催・問い合わせ
公益財団法人東京 YWCA
YWCA フィットネスワオ

女性の健康事業部

〒101-0062 千代田区神田駿河台 1-8-11
℡：03-3219-2565

www.tokyo.ywca.or.jp/woman

編集後記
北区障害者地域自立生活支援室から“支援室だより”第 54 号をお送りしました。来年度から障害者雇用
率が現行の 1.8％から 2％へ引き上げられることが決定しました。
雇用率の引き上げは 15 年ぶりとのこと。
障害者雇用人数は 8 年連続で過去最高（約 36 万 6000 人）を更新しているそうです。これを契機に障害者
の雇用が当たり前になる社会になることを願ってやみません。

＊

＊

＊

＊

＊

梅雨入りしましたね。じめじめするこの季節はなかなか好きになれません。雨が降ると出掛けるのもため
らってしまいます。でも、最近はかわいいレインコートやレインブーツなどをたくさん見かけます。雨の
た
日用のアイテムを揃えれば、苦手なこの時期も好きになれるかもしれませんね♪○

発行：北区障害者地域自立生活支援室
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TEL&FAX：03-3905-7226

