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★     

★     

★     

★     

★ さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな個性持個性持個性持個性持ちたるちたるちたるちたる仲間達明日仲間達明日仲間達明日仲間達明日をををを信信信信じてじてじてじて今今今今をををを生生生生きいるきいるきいるきいる★★★★    

 

 

ＣＩＬもりおか会員 大湊英利様 

 

 

    

ＩＧＲＩＧＲＩＧＲＩＧＲいわていわていわていわて銀河鉄道銀河鉄道銀河鉄道銀河鉄道（（（（株株株株））））でででで、、、、要望書要望書要望書要望書のののの提出提出提出提出とととと意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会をををを行行行行いましたいましたいましたいました    

 

 １０月２１日（金）１１：００～１２：００、盛岡市上田にある、ＩＧＲいわて銀河鉄

道㈱（以下、ＩＧＲ）本社にて、要望書の提出と意見交換会を行いました。 

 ＣＩＬもりおかから、代表川畑、事務局長今川、ＣＩＬもりおか会員の伊五澤さん、ヘ

ルパーの４名が参加しました。ＩＧＲ側から、 

 ＣＩＬもりおか今川が進行役を務めました。開会の挨拶をした後に、代表川畑が要望書

を読み上げＩＧＲに提出をしました。その後、意見交換会を行いました。 

 

【意見交換会の内容】 

ＣＩＬ：現在の車両でホームに使っている二枚式の渡し板では、その都度、車

椅子の車輪の幅にスロープを合わせるため、手間がかかってしまう。また、

車輪脱落の危険性もある。円滑に移動するためには、一枚式の渡し板導入

を検討して欲しい。車椅子の車両乗降の対応は、一枚式の渡し板が全国に

普及しつつある。このため、ＩＧＲとしても導入を是非とも考えて欲しい。 

 

 

ＩＧＲ：現在使っている二枚式の渡し板は、開業のとき（２～３年前）にセールスの方か

ら、二枚式のほうが使いやすいのでは紹介されて購入した。一枚式は、既に導

入を考えており今後は一枚式の渡し板を導入していきたいと思う。 

 

新年新年新年新年にににに賭賭賭賭けるけるけるける    

                        会員会員会員会員のののの歌歌歌歌 
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ＣＩＬ：２つの新駅について、どのような工事進行状況か教えて欲しい。また 

    どのようなバリアフリーな駅を考えているのか。 

 

 

 

ＩＧＲ：（ＩＧＲの新駅工事状況担当者が２名加わり出席）２つの新駅は、両改札からホー

ムまでは、巣子駅はエレベーターが付く、青山駅はなだらかなスロープが付きバリ

アフリーとなる。パンフレットが渡される。青山のスロープのところには雨よけの

屋根が付く。 

 

ＣＩＬ：２つの新駅ホーム連絡通路はバリアフリーにならないのですか？ 車椅子乗客

がホームに降りて、反対側のホームの改札口から出たい場合、どうすればいいのか。 

 

 

ＩＧＲ：予算の関係上、新駅のホーム連絡通路はバリアフリーにできない。また、ホームから反対側のホ

ームに車椅子乗客が移るということは想定していないため、このような形となった。 

    なお、青山駅は駅の改札から出てすぐスロープでおりた所に踏切があるので、踏切を渡って行 

    き来はできる。踏切の歩道のところは、現在の工事で幅を広くすることにしている。 

    現在在る駅のバリアフリー化については、今後の老朽化に合わせて建て直しの際考えていく。 

 

ＣＩＬ（伊五澤）：利用の際、事前に駅に伝えて、岩手沼宮内駅－盛岡駅間をＩＧＲで移動

している。疑問に思うところは、岩手沼宮内駅では、夜７時以降乗降対応

ができないところです。新駅の場合どうなるのでしょうか？ 

 

 

IＧＲ：新駅の駅員は１人体制のために、今後どのように車椅子乗客の対応をしていくか考

える。それから、労働基準法の関係で人員を配置できないことと、経営的に苦しい

ため、現在岩手沼宮内駅は、夜７時以降は営業時間終了して無人となっている。 

ＣＩＬ：他の鉄道会社の駅では夜間の対応もしているので、他の会社と情報交

換しあって、夜間対応はできませんか？ 

 

ＩＧＲ：できる限りのことはやっていきたい。 

 

  

 １２時終了予定の意見交換会でしたが、話に熱が入り１２時３０分に会は終了しました。 

 その後、１２月２１日に IGR いわて銀河鉄道から回答があり、まず改善できるところか

らということで、盛岡駅といわて沼宮内駅、二戸駅に一枚板のスロープが導入される方向

になりました。 これは、意見交換会に出席されたＣＩＬ会員の伊五澤さん、ＩＧＲいわ

て銀河鉄道の方々との熱心な話し合いの成果だと思います。ありがとうございました。 

文責・今川幸子 
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                                川畑昌子 

ＣＩＬの基本事業である、自立生活プログラム（ＩＬＰ）宿泊講座を、設立３年目に

ようやく盛岡で開催できたことは、ＮＰＯ広域協会の協力、強力な講師陣３名のパワー、

県内外から集まって下さった受講生７名の意気込みのお陰と、嬉しい気持ちでいっぱい

です。ＩＬＰは、障害を持つ自分が、どのような環境にいても主体的に生きていくため

の生活力と社会性を障害者同士で伝え合い身につけるための講座です。今回は、「介助

されること」「介助者との関係性の作り方」をメインテーマとし、介助者との生活につ

いて山田千恵子さん（大阪・ほくせつ二十四）から話をお聞きし、グループディスカッ

ションとロールプレイを通して、介助者にいかに介助内容を伝えるか、気持ちを伝える

か、などを学びました。介助利用のビギナーにとって、参考になることがたくさんあっ

たようです。そして、重度障害者が現在のように少しずつでも地域で暮らせるようにな

った、今に至る障害者運動の歴史と道のりを、ＣＩＬ立川の野口俊彦さんと鶴園誠さん

からお話し頂きました。ＣＩＬ立川の創設者である、高橋修さん（故人）と野口さんの

交渉奮戦記は、時間があっという間に過ぎてしまうほど興味深く聞き入りました。これ

まで命を削って闘ってきた先輩たちの障害者運動なくして、今の私達の生活は在りえな

いのだと、心に刻みました。最初は、初対面の受講生に緊張が見られましたが、徐々に

打ち解け講座以外の交流も盛り上がりました。２泊３日の講座を支えてくれた介助者の

皆様に心から感謝致します。受講生からの感想が届きましたのでご紹介します。 

 

講座講座講座講座をををを受受受受けてけてけてけて、、、、どんなことをどんなことをどんなことをどんなことを学学学学びましたかびましたかびましたかびましたか？？？？    

「自立するためには、自分の意思が大事」「ヘルパーさんの選び方などを聞けてよかっ

た」「自立生活においての介助者に指示の出し方等」「自立するに使えるいろいろな制度」 

「介助者との関わり方等勉強になった」「障害者自立支援法について」 

 

リーダーリーダーリーダーリーダー、、、、サブリーサブリーサブリーサブリーダーダーダーダーのどんなことばがのどんなことばがのどんなことばがのどんなことばが印象印象印象印象にににに残残残残っていますかっていますかっていますかっていますか？？？？    

「自己選択、自己決定、自己責任」「日本における野口さんの自立に関する当事者運動の歴

史」「鶴園さんの講座の進め方が大変よかった」「山田さんの８年間の自立生活体験の講

話」「ＣＩＬの歴史」「感情はためずに自然に出しなさい」「自分の気持ちが大切」 

「自分が体験してみないと、仲間に良いアドバイスはできない」 

 

今回今回今回今回のののの講座講座講座講座をををを、、、、これからどんなこれからどんなこれからどんなこれからどんな生活場面生活場面生活場面生活場面でででで活活活活かしたいとかしたいとかしたいとかしたいと思思思思っていますかっていますかっていますかっていますか？？？？    

「身近なことから活かしていきたい」「仲間の自立支援にあたる時のＩＬＰのノウハウに

役立てたい」「介助者への関わり方」「介助者とのコミュニケーションの場」 

 

そしてそしてそしてそして、、、、講師講師講師講師のののの方方方方々々々々からからからから講座講座講座講座をををを振振振振りりりり返返返返ってのってのってのっての貴重貴重貴重貴重なななな感想感想感想感想をををを頂頂頂頂きましたきましたきましたきました    

  

ＣＩＬもりおかの皆さん、お疲れ様でした。野口も久しぶりの集中講座でたくさんの

事を学び、パワーをもらいました。集中講座に参加される皆さんは一人ひとり自立の意

欲が強いと感じました。終わってみて、ＣＩＬ立川の設立当初のプログラムも今回と同
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じような雰囲気だった事を思い出しました。ＣＩＬ立川でもプログラム参加者が同じ時

期に自立したわけではなく、最初一人が 自立を実現し、それをみて次の人がというふ

うにと順々に自立してきました。そんな事を思えば、今回の集中講座も参加者皆様の良

いきっかけになればよいと思います。             野口               

 

この度は、お世話になりました。私自身よい勉強ができたと思っています。 

地方は制度などこれからだと思いますが、やる気は勝ると思います。頑張りましょう。 

また何かあればお声かけ下さい。          ほくせつ二十四 山田千恵子 

 

このこのこのこのＩＬＰＩＬＰＩＬＰＩＬＰのののの体験体験体験体験をををを今後今後今後今後にににに活活活活かしたいとかしたいとかしたいとかしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。 

 

 

 

 

 

 川畑昌子 

 

 障害者自立支援法は平成１７年１０月３１日衆議院本会議で可決、成立しました。平

成１８年４月からスタートします。年末から年明けにかけて、障害者団体、障害当事者

やご家族対象の勉強会に足を運んだ方も多くおられることと思います。年が明けてから

は、会員の皆様から、「今後自分はどのように制度を使いながら生活していけばいいの

か」といった、質問の声が寄せられております。現在のところ、制度の骨組みはできて

も、詳細な政省令がまだ決まっておりません。市町村審査会の設置、移動支援などの地

域生活支援事業、障害者計画など今後の自治体での取り組みについて、サービスの低下

が起こらないよう、市町村や都道府県への働きかけを行なっていくにあたって、現時点

で私達の地域生活がどう変わるのか、『地域生活を諦めない－障害者自立支援法の読み

かた』をテーマに、自立支援法とはどういうものか、これから自治体に対してどういう

運動をしてゆけばいいのか、話し合う場を持つ勉強会を行なうことに致しました。奮っ

てご参加くださいますようご案内申し上げます。 
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厳寒の候、皆様いかがお過ごしでしょうか？すでに存知のように、昨年の秋、

国会で『障害者自立支援法』が成立致しました。このため法律が施行されるに

あたって勉強会を行います。内容としては障害者自立支援法の概要含め、対象

に合わせたポイントを中心に講義をし、最後には質問等をお受けしたいと思っ

ています。お忙しいとは存じますが皆様のご参加を心からお待ちしております。 

◆日 時：2006年 2月 25日（土） 

◆開始 13:30～16:00 

◆場 所：都南公民館（キャラホール） 

     ３階 視聴覚室【定員５０名】 

◆資料代：２００円 

なお準備の関係上、ご参加して頂ける方は、お手数ですが下記の連絡先へ電話か FAX をお

願い致します。当日参加は、立見となる場合もありますのでご了承下さい。 

講講講講    師師師師    藤田博文藤田博文藤田博文藤田博文    

 

 

 

 

◆           会場地図 

 

                  

第第第第ⅣⅣⅣⅣ期期期期（（（（17.17.17.17.9.239.239.239.23----11117777....12.2712.2712.2712.27）ＣＩＬ）ＣＩＬ）ＣＩＬ）ＣＩＬもりおもりおもりおもりお    

    

現職 自立生活センター・日野（東京都） ピアカウンセラー 

  日野交通アクセスを考える会 事務局長 

障害者の自立支援を専門とし、主に肢体障害者、知的障害者、重複障害者の個別自立支援を中心に、現在も

数名の地域移行をサポート中。その多くは施設からの自立移行支援。ピア・カウンセリングによる相談を行

い、自立後の生活相談や金銭管理等のあらゆる相談をうける。ピア・カウンセリングや自立生活プログラム

等の講座リーダーとしても全国各地で活動。また、ピア・カウンセリングや自立生活プログラムにも講師と

してかかわる。障害者支援の他、日野市のバリアフリー基本構想計画策定に事務局として関わり、現在も当

事者の代表として活動している。 

－－－－障害者自立支援法勉強会障害者自立支援法勉強会障害者自立支援法勉強会障害者自立支援法勉強会のごのごのごのご案内案内案内案内－－－－ 

主催：連絡先  CIL もりおか 

〒020-0804 

岩手県盛岡市南仙北二丁目２７－１ 

         鈴木ビル１階２号室 

Tel＆Fax０１９－６３６－０１３４ 



 

 7 

ＣＩＬＣＩＬＣＩＬＣＩＬもりおかもりおかもりおかもりおか活動報告活動報告活動報告活動報告 

１０月０３日 個別相談 介助者ミーティング 

１０月０４日 個別ＩＬＰ （調理の指示） 介助者ミーティング  

１０月０７日 介助者ミーティング 広報誌１３号９８部郵送 

１０月０８日 個別相談 

１０月１１日 スタッフミーティング 

１０月１２日 個別相談 

１０月１３日 介助者ミーティング 

１０月１４日 「市長と対話サロン」打ち合わせ 

１０月１５日 運営委員会／４名 

１０月１８日 個別相談 

１０月２１日 ＩＧＲいわて銀河鉄道㈱と「一枚式のホーム渡り板に関する要望」懇談／４名 

１０月２８日 盛岡市手をつなぐ育成会主催「成年後見制度研修会」出席／３名 

１０月２９日 「全身性障害者の介護を伝える」オリジナルビデオ制作／４名 

１０月３０日 「全身性障害者の介護を伝える」オリジナルビデオ制作／４名 

１１月０１日 ＩＧＲいわて銀河鉄道（盛岡駅）視察／１名 

１１月０２日 自薦ヘルパー推進協会主催「北海道・東北ブロックＣＩＬ仙台研修」参加／３名 

１１月０３日 自薦ヘルパー推進協会主催「北海道・東北ブロックＣＩＬ仙台研修」参加／３名 

１１月０４日 自薦ヘルパー推進協会主催「北海道・東北ブロックＣＩＬ仙台研修」参加／３名 

１１月０８日 個別自立サポート 

１１月０９日 個別自立サポート 

福祉のまちづくりの会 鈴木絹江様来訪 

１１月１２日 運営委員会／４名 

１１月１４日 「盛岡市長対話サロン」盛岡市役所訪問／７名 

１１月１６日 「障害者自立生活ステップアッププロジェクトｉｎもりおか」実施／受講７名 

１１月１７日 「障害者自立生活ステップアッププロジェクトｉｎもりおか」実施／受講７名 

１１月１８日 「障害者自立生活ステップアッププロジェクトｉｎもりおか」実施／受講７名 

自立生活センター立川 野口俊彦様、鶴園誠様来訪 

１１月２２日 個別ＩＬＰ 

１１月２５日 福祉有償運送に係る担当者会議出席／１名 

１１月２６日 いわき自立生活センター主催 講演／参加２名 

１１月２８日 今が一番館主催「介護を本音で語る出前シンポジウム」一関・パネラー参加２名 

１２月０４日 ヒューマンケア協会主催「ピアカウンセリング講座」／参加１名 

１２月０５日 ヒューマンケア協会主催「ピアカウンセリング講座」／参加１名 

１２月０６日 ヒューマンケア協会主催「ピアカウンセリング講座」／参加１名 

１２月０８日 盛岡市障害福祉課とＳＴＳについての話し合い出席／１名 

１２月０９日 チャレンジド結いっこ・やませの里主催「障害者の日福祉講演会」講演参加２名 

１２月１０日 福祉のまちづくりの会 「２００５年度 福祉セミナー」参加２名 

１２月１２日 個別ＩＬＰ 

１２月１４日 岩手女子高等学校 看護科、福祉教養科３年生授業講師派遣／参加２名 

１２月１６日 今が一番館主催「介護を本音で語る出前シンポジウム」盛岡・パネラー参加２名 

盛岡社会福祉専門学校生事務所訪問１名 

１２月２０日 クリスマス一芸大会実施／参加１９名 

１２月２１日 介助者面接 

障害者自立支援法概要説明会／出席３名 

１２月２６日 全国障害者介護保障協議会常任委員会電話会議／参加１名 

１２月２７日 障害者自立支援法概要説明会／出席３名 

０１月０５日 新人介助者研修 

０１月１１日 CIL もりおか・広域協会主催「ピア･カウンセリング４０時間集中講座（前期）」 
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０１月１２日 CIL もりおか・広域協会主催「ピア･カウンセリング４０時間集中講座（前期）」 

０１月１３日 CIL もりおか・広域協会主催「ピア･カウンセリング４０時間集中講座（前期）」 

０１月１７日 全国障害者介護保障協議会常任委員会電話会議／参加１名 

０１月１９日 個別ＩＬＰ 

障害者自立支援法説明会／参加１名 

０１月２３日 個別ＩＬＰ 

自薦ﾍﾙﾊﾟｰ推進協会主催「空白県向け自立生活プログラム（前編）」／参加１名 

０１月２４日 自薦ﾍﾙﾊﾟｰ推進協会主催「空白県向け自立生活プログラム（前編）」／参加１名 

０１月２５日 自薦ﾍﾙﾊﾟｰ推進協会主催「空白県向け自立生活プログラム（前編）」／参加１名 

０１月２６日 自薦ﾍﾙﾊﾟｰ推進協会主催「空白県向け自立生活プログラム（前編）」／参加１名 

｡｡｡｡ﾟ゚゚゚｡｡｡｡♪♪♪♪    ･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･☆☆☆☆。。。。ﾟ゚゚゚｡｡｡｡･ﾟ･ﾟ･ﾟ･ﾟ        ＣＩＬＣＩＬＣＩＬＣＩＬもりおかもりおかもりおかもりおか        ｡｡｡｡ﾟ゚゚゚｡｡｡｡♪♪♪♪    ･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･･ﾟﾟ･☆☆☆☆。。。。ﾟ゚゚゚｡｡｡｡･ﾟ･･ﾟ･･ﾟ･･ﾟ･    

事務所開所時間 １０：００～１７：００（月～金） 

           相談・問い合せ  面接相談１０：００～１７：００ 

            電話相談１０：００～２２：００ 

            電子メール＆手紙相談 随時受付 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

ＣＩＬもりおか第４期会員募集中 
 

当 団 体 の 趣 旨 を ご 理 解 い た だ き 支 援 し て い た だ け る 会 員 を 募 集 

し て い ま す 。 当 団 体 の 会 報 を 送 ら せ て い た だ き ま す 。 

＜介護保険・支援費制度については…＞ 

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    自立自立自立自立生活支援生活支援生活支援生活支援センターセンターセンターセンター・・・・もりおかもりおかもりおかもりおか        

ヘルパーステーションヘルパーステーションヘルパーステーションヘルパーステーション・・・・それいゆそれいゆそれいゆそれいゆ 

・支援費居宅介護事業所 ・介護保険訪問介護事業所 

020-0863盛岡市南仙北2丁目27-1 鈴木ビル1階2号室    電話／fax：019-636-0134 
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正会員正会員正会員正会員（（（（購読料含購読料含購読料含購読料含））））一口一口一口一口                    ２２２２，，，，００００００００００００円円円円    

賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員                    一口一口一口一口        個人個人個人個人    １１１１，，，，００００００００００００円円円円    

                                                    団体団体団体団体    ５５５５，，，，００００００００００００円円円円    

    

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 振込先  盛岡信用金庫都南支店 

 口座番号 ０１７８３６２ 

 口座名   「ＣＩＬもりおか代表川畑昌子」 

問い合わせ先担当：川畑、今川 

＜＜＜＜おおおお願願願願いいいい＞＞＞＞    

私たちの団体は、現在全国のジャスコで行われているイエローレシートに参加し

ています。毎月１１日の日は、レシートが黄色いので、イエローレシートと呼ばれ、

この日のイエローレシートを参加団体 BOX に投函すると、レシート合計金額の１

割の金額の物が、参加団体へ寄贈されます。 

イオン盛岡で１１日買い物をする際は「ＣＩＬもりおか」へ投函して下さいます

よう、ご協力お願いします。 

編集後記 

 

明けましておめでとうございます。 

例年にない大雪に見舞われた厳寒の

季節を、みなさまいかがお過ごしでし

ょうか？  

今年は、障害者自立支援法元年でもあ

り、私達の生活がどうなるのか考える

と、身も心もかじかむ思いです。でも、

我々には「輝かしい未来が待ってい

る」という、前向きな気持ちを持って、

今、ひとりひとりができることに取り

組んでいきたいと思います。本年もど

うぞよろしくお願い  致します。         

（ま） 

 

第Ⅳ期（17.09.23－18.01.20）入会、入

金いただいた方々です。 

 

      

 


