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編集：ＣＩＬもりおか 

〒020-0863 

岩手県盛岡市南仙北2丁目27-1 鈴木ビル1階2号室 

電 話：０５０-１３８２-０１３１ 

ＦＡＸ：０１９‐６３６‐０１３４ 

夜間は､転送にてお受け致します。                                          

電子メール ：cil_morioka@ybb.ne.jp 

ホームページ：http://cil.55street.net/index.html 
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障害者自立支援法は、昨年１０月から全面施行しました。利用者負担の軽減につ

いて、昨年４月の制度施行で一般世帯では定率１割負担となっていましたが、関係

機関、各団体から相次いで改善の要望が出され、昨年１２月２６日に障害保健福祉

関係主管課長会議で「障害者自立支援法の円滑な運営のための新たな改善策につい

て」が示されました。負担感の大きかった通所・在宅、障害児世帯を中心とした対

策を実施している中で、具体的には通所・在宅利用者の一割負担の上限額の引き下

げ（１／２→１／４）、市町村民税課税世帯で収入ベースで６００万円までの中間

所得者層まで（市町村民税の所得割１０万円未満まで）に拡大、また障害児は通所、

在宅のみならず入所にも対象拡大を実施するものです。通所、在宅利用者の負担の

上限額は 

（所得税１０万円以上）３７，２００円→３７，２００円 

（所得税１０万円以下）３７，２００円→ ９，３００円 

（低所得２）２万４，６００円→６，１５０円（居宅） 

３，７５０円（通所） 

（低所得１）１万５，０００円→３，７５０円（居宅・通所）に軽減されます。 

･社会福祉法人減免廃止。今後はその他の法人から受けたサービスも軽減対象となる。 

・平成１９年７月以降、市民税所得割１６万円未満の世帯も軽減を受けることができる。 

・通所施設の食費軽減→所得割１０万円未満の一般世帯も対象に。 

（例えば､月２２日利用の場合：食費１４，３００円→５，０６０円） 

 
 

岩手県障害者岩手県障害者岩手県障害者岩手県障害者プランプランプランプラン（（（（中間見直中間見直中間見直中間見直しししし））））へのへのへのへのパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメント    

 

ＣＩＬ代表 川畑昌子 

 

障害者プランを拝見してまず先に感じたのは、「ゆい」の精神というキーワードです。岩手ら

しい地域の住民通しの支え合いにより、障害者を取り巻く様々な課題の解決を図れるよう、障

害者ひとりひとり自身が積極的に外へ出て地域住民とふれあう機会を意識して増やしていくこ
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とが、「ゆい」の心に繋がると信じております。障害者プランの「基本的考え方」にありますよ

うに、障害のあるなしに関わらず人間としての尊厳を持ち、自らの力であらゆる分野に参加し、

また、自己実現を図ることができる福祉社会になって欲しいと願っております。 

「施策の現状と課題」にありますように、障害者の間では、自分が住みたい地域で生活し、

就労し、自らの力で生きていきたいという意識が高まってきていますが、平成１５年度に「支

援費制度」が導入され、平成１７年１０月に「障害者自立支援法」が制定された現在、増大す

るサービス費用に予算確保が追いついていけないなどの理由から、障害者の地域での自立を実

現するための具体的な仕組みづくりが整備されておりません。入所施設で生活する障害者含め、

誰もが希望する地域で安心して生活できるよう、十分な相談支援体制とともに、障害者自立支

援法に基づく日中活動や住まい・居宅介護等の各種障害福祉サービスの充実が望まれます。 

障害の程度に関わらず、障害者が希望する地域の中で自らの意思で選択、決定し、積極

的に暮らし続けていくための、あらゆる社会資源を活用でき、相談から保健・医療・福祉

サービスの提供、住まいや就労の場の確保など地域生活を支援する仕組みを、「いつでも」、

「だれでも」、「どこでも」利用できるようなサービス提供体制の整備が必要です。 

障害者の地域での自立を目指すための具体策として、「障害者の地域での自立に向けた

シナリオ」にありますように、必要な住まいの場の確保、どこに住んでいても訪問系のサ

ービスを利用できる体制の整備、障害程度に配慮した日中活動の場の確保が必要です。 

重い障害があっても安心・安全な暮らしを実現できるよう、重度訪問介護や重度障害者

等包括支援など重度障害者向け事業を充実させ、重度障害者が安心・安全に暮らせる社会

の形成が望まれます。各年度の障害福祉サービス又は指定相談支援事業の種類ごとの「必

要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策」を見ますと、平成１８年７月１日現

在の施設入所者数２，８７２。平成２３年度末までに約２８％の施設入所者が地域移行す

るという見込みになっております。事業の実施に関する考え方として、居宅介護・重度訪

問介護・行動援護・重度障害者等包括支援においては、居宅介護に加え、重度の障害者が

利用する重度訪問介護、行動援護、重度障害者等、包括支援といったサービスを県内のど

この地域で生活していても、必要な時間帯に必要なサービスを利用できるようにする。と、

目標を掲げております。月間見込量の数値としては、１９年度２４，１４５→２０年度２

７，７８９→２３年度３４，６５３と確実に時間の確保が進んでいくと期待されます。重

度障害者が居宅介護等の各種障害福祉サービスを求めて各市町村に出向いた時、障害者プ

ランに掲げてあります、障害者が希望する地域の中で自らの意思で選択、決定し、積極的

に暮らし続けていく。 「いつでも」、「だれでも」、「どこでも」利用できるサービス提供。 
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県内のどこの地域で生活していても、必要な時間帯に必要なサービスを利用できるように

する。 という目標に見合った対応、回答が得られますことを期待致しております。 

そして、自らの意思で地域移行を選択できない、または選択が困難な障害者の施設での

生活を充実させて下さい。具体的には利用者数に見合った職員の人員確保を望みます。 

●身体障害者の働く場の確保のためには、職場のバリアフリー化など事業者の障害者雇用

に対する理解促進が重要であり、知的障害者の働く場の確保のためには、地域において労

働、教育、福祉等の関係者の連携が必要です。また、障害者自身が就労への意欲を持ち続

けて表現していく必要があると思います。 

●障害者の日中活動の場として小規模作業所の存在が欠かせません。個別給付事業所や地

域活動支援センターなどの事業所への移行を支援していただきたくお願い致します。 

●肢体不自由児（者）施設については、平成 19 年４月にスタートする県立療育センターで、

超重症児（者）や準超重症児（者）への対応を望みます。 

●精神障害者への保健福祉サービスの拡大を図るためには、地域における社会資源の質的、

量的な拡充が必要です。多くの精神障害者が就労を希望しています。障害者自立支援法に

基づく就労継続支援、就労移行支援等の利用を推進し、労働・福祉・医療等の連携により、

一般事業所が精神障害者を雇用できる環境づくりを進める必要があります。 

●発達障害、高次脳機能障害者に関する理解は、安心して暮らせる地域社会にしていくた

めにも、正しい知識の普及など、一層の啓発に取り組むことが必要です。 

●難病においては、居宅で療養生活を行っている難病患者の生活の質の向上を目指し、難

病支援センターにおける相談支援体制の充実や地域支援ネットワーク事業の推進を図る

ほか、各種居宅支援サービスが市町村において的確に実施されることが求められます。 

障害者が自立して生活し、積極的に社会経済に参画していくために、住まいやまち全体

を利用しやすいものに変えていくことが必要です。また、障害や障害者に対する人々の意

識の変革を推進する必要があります。障害者に対する心のバリアフリーの推進や移動の支

援などにより社会参加が促進されるよう願います。 

この計画の実効性を確保するため、毎年度、「岩手県障害者施策推進会議」において計

画の進捗状況を点検し、その結果を障害当事者、関係者、有識者等をメンバーとする「岩

手県障害者施策推進協議会」、「岩手県精神保健福祉審議会」及び「岩手県自立支援協議会」

に報告し、評価や見直しに関する意見を求めるということを是非実行していただきたく、

お願い申し上げます。                      

平成 19 年 2 月 21 日 
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ＣＩＬ会員 伊五澤博司 

 

新しい道に出てから マラソン１キロ分の 

               時間を過ぎていた 

 

その間に いろいろな希望を持ち 

そうして突破できない壁もある 

 

嬉しい事 悲しい事 怒りたい事 抜け出したい事 

いっぱい経験するくらい 時間だけは過ぎ去っていった 

でもまだ走る 

 

自分はマラソンっていうスタートから１キロ                

くらいしかたっていない 

ただ、１キロの中で自分が豊かになってきたかもしれない 

多分それを試すのは これから先になるだろう 

 

 

ＰＳ：自立してから１年が経ち、気持ちを詩に置き換えてみました。 

 

ご家族と離れ、介助者との生活を始めて一年。一年という「マラソン１キロ」分の月日を振

り返り、今後へのステップにしてください。一周年、おめでとう。○川  
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３３３３月月月月１８１８１８１８日日日日ふれあいふれあいふれあいふれあいランドランドランドランド２２２２階調理室階調理室階調理室階調理室でででで、、、、桃桃桃桃のののの節句節句節句節句ののののパーティーパーティーパーティーパーティーをををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。    

「「「「自分自分自分自分のできるのできるのできるのできる調理調理調理調理にちょうせんするにちょうせんするにちょうせんするにちょうせんする」「」「」「」「みんなでみんなでみんなでみんなで、、、、なかよくなるなかよくなるなかよくなるなかよくなる」」」」ことをことをことをことを目標目標目標目標にににに､､､､取取取取りりりり

組組組組みましたみましたみましたみました。。。。参加参加参加参加したしたしたした吉田吉田吉田吉田さんからのさんからのさんからのさんからの感想感想感想感想をををを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。    

「「「「ひなひなひなひな祭祭祭祭りはりはりはりは、、、、とてもとてもとてもとても楽楽楽楽しかったですしかったですしかったですしかったです。。。。みんなとおみんなとおみんなとおみんなとお話話話話ししたりししたりししたりししたり、、、、いっしょにいっしょにいっしょにいっしょに帰帰帰帰ったりしてったりしてったりしてったりして、、、、

よかったですよかったですよかったですよかったです。。。。みんなとみんなとみんなとみんなと友達友達友達友達になりましたになりましたになりましたになりました。。。。吉田幸子吉田幸子吉田幸子吉田幸子」」」」    

このことばはこのことばはこのことばはこのことばは、、、、吉田吉田吉田吉田ささささんがんがんがんが所属所属所属所属しているしているしているしている、Ｙｏｕ－Ｍｅ、Ｙｏｕ－Ｍｅ、Ｙｏｕ－Ｍｅ、Ｙｏｕ－Ｍｅゆいっこのゆいっこのゆいっこのゆいっこの上中上中上中上中さんがさんがさんがさんがメールメールメールメールでででで

届届届届けてけてけてけて下下下下さいましたさいましたさいましたさいました。。。。吉田吉田吉田吉田さんさんさんさん､､､､上中上中上中上中さんさんさんさん､､､､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。。。。    

        

材料材料材料材料ですですですです。。。。↓↓↓↓    

【【【【さくらもちさくらもちさくらもちさくらもち】】】】((((９９９９人分人分人分人分))))    道明寺粉道明寺粉道明寺粉道明寺粉１５０１５０１５０１５０ｇｇｇｇ    こしあんこしあんこしあんこしあん１８０１８０１８０１８０ｇｇｇｇ    砂糖砂糖砂糖砂糖４５４５４５４５ｇｇｇｇ    桜桜桜桜のののの葉葉葉葉のののの

塩漬塩漬塩漬塩漬けけけけ９９９９枚枚枚枚    食紅食紅食紅食紅    ラップラップラップラップ    ふきんふきんふきんふきん２２２２－－－－３３３３枚枚枚枚    キッチンペーパーキッチンペーパーキッチンペーパーキッチンペーパー１１１１－－－－２２２２枚枚枚枚    

    

【【【【ミニミニミニミニ押押押押しししし寿司寿司寿司寿司】】】】((((１８１８１８１８個分個分個分個分))))    米米米米６６６６合合合合    卵卵卵卵９９９９個個個個    でんぶでんぶでんぶでんぶ１１１１袋袋袋袋    レンコンレンコンレンコンレンコン１８１８１８１８切切切切れれれれ    シャケシャケシャケシャケ

フレークフレークフレークフレーク１１１１缶缶缶缶    酢酢酢酢    砂糖砂糖砂糖砂糖    塩塩塩塩    出出出出しししし汁汁汁汁    おにぎりのおにぎりのおにぎりのおにぎりの型型型型    

    

【【【【調理手順調理手順調理手順調理手順】】】】    

【【【【すしすしすしすし】】】】    米米米米をををを研研研研ぎぎぎぎ、、、、炊飯器炊飯器炊飯器炊飯器ににににセットセットセットセット｡（｡（｡（｡（４０４０４０４０分分分分くらいくらいくらいくらい））））    

【【【【もちもちもちもち】】】】    おおおお湯湯湯湯をををを沸沸沸沸かすかすかすかす    

【【【【もちもちもちもち】】】】    材料材料材料材料をををを計量計量計量計量。（。（。（。（道明寺粉道明寺粉道明寺粉道明寺粉１５０１５０１５０１５０gggg＊＊＊＊２２２２＝＝＝＝３００３００３００３００ｇｇｇｇ    砂糖砂糖砂糖砂糖    ４５４５４５４５gggg＊＊＊＊２２２２＝＝＝＝９０９０９０９０ｇｇｇｇ））））    

【【【【もちもちもちもち】】】】    耐熱耐熱耐熱耐熱ボールボールボールボールにににに砂糖砂糖砂糖砂糖をををを入入入入れれれれ、、、、熱湯熱湯熱湯熱湯３００３００３００３００cccccccc＊＊＊＊２２２２＝＝＝＝６００６００６００６００cccccccc でよくでよくでよくでよく溶溶溶溶かすかすかすかす｡（｡（｡（｡（アアアア））））    

【【【【もちもちもちもち】】】】    （（（（アアアア））））にににに道明寺粉道明寺粉道明寺粉道明寺粉をををを加加加加えてよくえてよくえてよくえてよく混混混混ぜぜぜぜ、、、、食紅食紅食紅食紅もももも入入入入れてれてれてれて混混混混ぜぜぜぜ、、、、ラップラップラップラップをかけてをかけてをかけてをかけて電子電子電子電子

レンジレンジレンジレンジにににに入入入入れれれれ、、、、約約約約３３３３分間分間分間分間加熱加熱加熱加熱｡｡｡｡    

【【【【もちもちもちもち】】】】    いったんいったんいったんいったん取取取取りりりり出出出出しししし、、、、軽軽軽軽くくくく混混混混ぜぜぜぜ、、、、更更更更にににに電子電子電子電子レンジレンジレンジレンジでででで約約約約２２２２分分分分加熱加熱加熱加熱するするするする。。。。    

【【【【もちもちもちもち】】】】    ラップラップラップラップをををを外外外外してしてしてして熱湯熱湯熱湯熱湯をををを大大大大さじさじさじさじ２２２２＊＊＊＊２２２２＝＝＝＝４４４４ほどほどほどほど振振振振りりりり、、、、よくよくよくよく混混混混ぜるぜるぜるぜる｡｡｡｡    

【【【【もちもちもちもち】】】】固固固固くくくく絞絞絞絞ったぬれったぬれったぬれったぬれ布巾布巾布巾布巾をかけてをかけてをかけてをかけて５５５５分分分分蒸蒸蒸蒸らすらすらすらす｡（｡（｡（｡（イイイイ））））    

【【【【もちもちもちもち】】】】（（（（イイイイ））））のののの生地生地生地生地をををを９９９９等分等分等分等分＊＊＊＊２２２２＝＝＝＝１８１８１８１８等分等分等分等分にしにしにしにし、、、、水水水水をつけたをつけたをつけたをつけた手手手手のひらにとりのひらにとりのひらにとりのひらにとり、、、、あんをあんをあんをあんを中中中中

にににに入入入入れてれてれてれて包包包包むむむむ｡｡｡｡    

【【【【もちもちもちもち】】】】水水水水でででで洗洗洗洗いいいい、、、、キッチンペーパーキッチンペーパーキッチンペーパーキッチンペーパー等等等等でででで拭拭拭拭いたいたいたいた桜桜桜桜のののの葉葉葉葉でででで包包包包むむむむ。（。（。（。（桜桜桜桜のののの葉葉葉葉はははは筋筋筋筋がががが見見見見えているえているえているえている

方方方方をををを表表表表にににに））））    

【【【【すしすしすしすし】】】】ごごごご飯飯飯飯がががが炊炊炊炊きききき上上上上がったらがったらがったらがったら、、、、すしのすしのすしのすしの子子子子をををを入入入入れれれれ、、、、もうもうもうもう一度炊飯一度炊飯一度炊飯一度炊飯スイッチスイッチスイッチスイッチをををを入入入入れるれるれるれる｡｡｡｡    

【【【【すしすしすしすし】（】（】（】（たまごたまごたまごたまご３３３３個個個個））））にににに、（、（、（、（砂糖小砂糖小砂糖小砂糖小さじさじさじさじ３３３３）＋（）＋（）＋（）＋（塩塩塩塩ひとつまみひとつまみひとつまみひとつまみ））））をををを入入入入れれれれ混混混混ぜるぜるぜるぜる。。。。    

フライパンフライパンフライパンフライパンにににに油油油油をををを軽軽軽軽くくくく引引引引きききき、、、、たまごたまごたまごたまご液液液液をををを流流流流しししし入入入入れるれるれるれる。。。。菜菜菜菜ばしでばしでばしでばしで混混混混ぜぜぜぜ、、、、そぼろにするそぼろにするそぼろにするそぼろにする。。。。    

【【【【すしすしすしすし】】】】炊飯終炊飯終炊飯終炊飯終わったらわったらわったらわったら、、、、ごごごご飯飯飯飯をををを鉢鉢鉢鉢にににに入入入入れてれてれてれて、、、、うちわでうちわでうちわでうちわで扇扇扇扇ぎよくぎよくぎよくぎよく混混混混ぜてぜてぜてぜて冷冷冷冷ますますますます。。。。    

【【【【すしすしすしすし】】】】レンコンレンコンレンコンレンコンをををを薄薄薄薄くくくく切切切切りりりり、、、、小小小小なべになべになべになべに、（、（、（、（砂糖小砂糖小砂糖小砂糖小１１１１、、、、塩塩塩塩ひとつまみひとつまみひとつまみひとつまみ、、、、酢小酢小酢小酢小２２２２、、、、だしだしだしだし汁大汁大汁大汁大２２２２、、、、    

レンコンレンコンレンコンレンコン））））をををを入入入入れてれてれてれて、、、、さっとさっとさっとさっと煮煮煮煮るるるる｡｡｡｡    

【【【【すしすしすしすし】】】】おにぎりのおにぎりのおにぎりのおにぎりの型型型型をををを軽軽軽軽くぬらしくぬらしくぬらしくぬらし、、、、冷冷冷冷ましたごましたごましたごましたご飯飯飯飯をををを敷敷敷敷きききき、（、（、（、（たまごたまごたまごたまご、、、、キュウリキュウリキュウリキュウリ、、、、レンコンレンコンレンコンレンコン、、、、    
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デンブデンブデンブデンブ、、、、シャケフレークシャケフレークシャケフレークシャケフレーク））））をををを重重重重ねるねるねるねる｡｡｡｡スプスプスプスプでででで押押押押すすすす｡｡｡｡    

【【【【すしすしすしすし】】】】湯湯湯湯をををを沸沸沸沸かしかしかしかし、、、、すましすましすましすまし汁用意汁用意汁用意汁用意しししし調理終了調理終了調理終了調理終了。。。。    

全員全員全員全員でででで声声声声をををを揃揃揃揃えてえてえてえて、、、、いただきまいただきまいただきまいただきまーーーーすすすす！！！！後片付後片付後片付後片付けもがんばりましたけもがんばりましたけもがんばりましたけもがんばりました。。。。皆皆皆皆さまもおさまもおさまもおさまもお試試試試しししし下下下下さいさいさいさい。。。。    

 

 

 

 

 

４月２２日（日）に毎年恒例のお花見会を開催しました。気象庁の予

報では４月１８日が開花でしたので、満開の日を想定して日程を２２日

にしたのですが、「日読み」を誤ったようで、当日、会場の都南公民館

周辺の公園はまだツボミが膨らんだ程度でした。あいにくの雨降りのた

め、公園内の散策は中止となり、公民館内でランチ、談笑やゲームを

行いみんなで親睦を深めました。 

今年は、一関リハビリセンターの皆さんも、盛岡の桜を見に駆けつけ

て参加下さいました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

３３３３．．．．１８１８１８１８みやぎみやぎみやぎみやぎアピールアピールアピールアピール大行動大行動大行動大行動！！！！    

私私私私たちのことをたちのことをたちのことをたちのことを私私私私たちたちたちたち抜抜抜抜きにきにきにきに決決決決めないでめないでめないでめないで！！！！    

ＣＩＬ会員 伊五澤博司 

みやぎアピール大行動に行ってみて感じたことは、障害者自立支援法に対して宮城県

の各障害者団体がひとつになって訴えることが、私から見れば新鮮に感じました。 

支援費になってから障害者自身がサービスを選べるようになり、社会参加やホームヘ

ルパーを使って一人暮らしができるようになったことも、国が障害者に対して考え方を変
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えた表れです。障害者は一人ひとり立場が違うのが当たり前ですが、自立支援法に変わ

りサービス料の一割負担、区分に分けることによってサービスの上限が決まってしまうこ

と、みやぎアピール大行動の身体・知的・精神の人たちの発言、障害を持つ子供の親の

発言、施設の職員の発言でいろんなジレンマがあるように感じました。その中で一番印

象に残った発言は家族と二人暮らしで、家族も歳をとっていて毎年通っている施設にサ

ービス料の負担金を払うのが精一杯で生活できないみたいなことを言ったときに、一人

ひとりの生活状況が違うことも考えなきゃいけないのかなと思いました。 

例えばいろいろなパターンに応じてサービス料の負担を何百通りにするとか、払える

立場の利用者と払えない立場の利用者がいるということも考えなきゃいけないのかなと

思いました。 

 一番感じたことは障害者によって自立支援法のダメージがぜんぜん違うということで

す。岩手の各障害者も自立支援法で苦しい人がいると思うから､その人たちの声も聞い

てみたいです。 

                                    

 

「「「「こんなんじゃこんなんじゃこんなんじゃこんなんじゃ暮暮暮暮らしていけないらしていけないらしていけないらしていけない！！！！    障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法障害者自立支援法！！！！」」」」 

 

ＣＩＬ事務局長 今川幸子 

 

３月１８日に仙台市内で、大規模な集会とアピール大行動が行われました。この

アピール大行動は、宮城県ではじめて３障害合同で３４の障害者団体などが実行委

員会をつくり実現されました。 

当日の集会では４５０人ほど、アピール大行動では３３０人ほどが参加し、街中

に「障害者自立支援法の改善を！」などと声を響かせ行動し沸かせました。ただ、

残念なことにちょうど仙台アクセス鉄道が開業された日でもあり、マスコミの多く
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はそちらに行ってしまいました。 

 もっと詳しく当日どのような状況だったのか、下記の宮城県精神保健福祉士協会

の H.P.に掲載されていましたので、下記 URL ページをご覧下さい。 

http://www.heart-in.org/topic/318hp/index.html 

    

    

    

    

（（（（11119999....1.11.11.11.1----11119999....4.304.304.304.30）ＣＩＬ）ＣＩＬ）ＣＩＬ）ＣＩＬ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 

０１０１０１０１月月月月        ０３０３０３０３月月月月        

０４日 仕事始め／個別相談 ０２日 自立支援法研修会（個別） 

０５日 運営委員会／個別相談 ０７日 介助研修／ＧＭ・コーディネーター会議 

０８日 介助者個別相談 ０８日 ＧＭ・コーディネーター会議 

０９日 個別ＩＬ １１日 運営委員会 

１０日 個別お宅訪問 １２日 個別電話相談 

１１日 個別ＩＬ １４日 個別電話相談／個別ＩＬ 

１２日 電話会議 １５日 県障害者施策推進協議会傍聴／個別ＩＬ 

１７日 個別介助者研修／電話相談／個別訪問 １８日 みやぎアピール大行動参加（仙台） 

１９日 個別ＩＬ １８日 調理ＩＬＰ（ふれあいランド） 

２１日 自立支援法研修会（個別） ２０日 第二回 バス会社との意見交換会打合わせ 

介助研修／個別ＩＬ 

２２日～

２５日 

ＣＩＬ空白県ＩＬＰ前期受講（小平市） ２２日 今が一番館 来訪３名 

ＧＭ・コーディネーター会議 

２６日 介助者個別相談 ２３日 ＧＭ・コーディネーター会議／介助研修 

２９日～

３０日 

ピア・カウンセラー養成講座受講（仙台） ２４日 個別ＩＬ 

３１日 個別ＩＬ ２７日 個別ＩＬ 

０２０２０２０２月月月月     ２８日 行政交渉 

０２日 介助者個別相談・介助研修 

個別電話相談 

３０日 ＩＬＰ企画会議／お花見会企画会議 

高橋雪文氏個人演説会参加 

０３日 個別ＩＬ ０４０４０４０４月月月月  

０４日 個別ＩＬ ０３日 介助研修 

０５日 ＧＭ・コーディネーター会議／介助研修 

個別お宅訪問 

０５日 介助者個別相談 

０６日 介助者個別相談 ０６日 介助者個別相談 

０７日 ＧＭ・コーディネーター会議 ０９日～

１２日 

ＣＩＬ空白県ＩＬＰ補講（小平市） 

０８日 介助者個別相談 

自立支援法研修会（個別） 

１０日 個別お宅訪問 

０９日 介助者個別相談 

ＧＭ・コーディネーター会議 

１６日 個別お宅訪問 



 

 10 

１２日 個別ＩＬ    １８日 第三回 バス会社との意見交換会打合わせ 

介助者個別相談 

１３日 運営委員会／個別お宅訪問 １９日 介助研修 

１６日 ＧＭ・コーディネーター会議／個別ＩＬ 

第一回バス会社との意見交換会打合わせ 

２０日 電話会議／個別お宅訪問 

１９日 仙台空港バリアフリー要望書提出協力（仙

台） 

２１日 東北身体障害者団体定期刊行物協会総会出席（北上）

１名 

  ２２日 わくわくお花見会（キャラホール）２１名参加 

個別相談 

１９日～

２１日 

全国自立生活センター協議会主催 

所長セミナー参加（横浜市） 

２４日 ＧＭ・コーディネーター会議 

２３日 介助者個別相談 ２５日 わくわくお花見会反省会／個別ＩＬ 

２６日 個別お宅訪問／個別ＩＬ ２７日 岩手日報社取材 

２６日～

３／１日 

ＣＩＬ空白県ＩＬＰ後期受講（小平市） ２９日 イオンイエローレシート贈呈式出席 

※ シュレッタ－の贈呈を受けました。 

     ３０日 個別相談 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

    

    

｡｡｡｡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 １１：００～１８：００（月～金） 

※ 当事務所に来訪の際にはご連絡下さいますようお願いします。 

相談・お問い合せ→電話・電子メール＆手紙にて随時受付け致します。 

 

＜介護保険訪問介護・障害者自立支援法障害福祉サービス介護給付については…＞ 

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    自立生活支援自立生活支援自立生活支援自立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 

０２０－０８６３ 岩手県盛岡市南仙北２丁目２７－１ 鈴木ビル１階２号室     

電話０５０-１３８２-０１３１／ＦＡＸ０１９－６３６－０１３４ 夜間は転送でお受け致します    

＜＜＜＜おおおお願願願願いいいい＞＞＞＞当団体は、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

金額商品が、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「ＣＩ

Ｌ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。 
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 第５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。 

 

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                ２２２２千円千円千円千円    

賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員                                                無制限無制限無制限無制限    

振振振振込先込先込先込先                        盛岡信用金庫都南支店盛岡信用金庫都南支店盛岡信用金庫都南支店盛岡信用金庫都南支店    

口座番号口座番号口座番号口座番号                                ０１７８３６２０１７８３６２０１７８３６２０１７８３６２    

口座名口座名口座名口座名            「ＣＩＬ「ＣＩＬ「ＣＩＬ「ＣＩＬもりおかもりおかもりおかもりおか代表川畑昌子代表川畑昌子代表川畑昌子代表川畑昌子」」」」    

問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先                                川畑川畑川畑川畑、、、、今川今川今川今川    

   

                            

編集後記  ６月第３週に、バリアフリー新法施行に伴うイベント「第２回 バスは僕

らにとってもスニーカー」を行います。一般公開として、講演＆ミニシンポジウムを企

画しています。日程が確定次第、お知らせします。是非、アイーナにお越し下さい。（今） 

事務所所在地 

「川久保」バス停より徒歩５分 

「北川久保」バス停より徒歩３分 

♪ 自立生活プログラムの実施 

地域での生活を希望する障害者が、当事者同

士で、社会生活のノウハウを伝え合う講座。

長期講座､集中講座､個別講座開催。 

 

♪ ピア･カウンセリングの実施 

ピア（同じ背景を持つ仲間）同士が交互にカ

ウンセラーとクライアントになって、話しを

「聞き合う」、非専門的なカウンセリング講

座。集中講座､個別講座開催。 

 

♪ 有料介助サービスの実施 

日常生活に介助を必要とする方に対し､有料

でヘルパーを派遣し、身体介護。家事援助。

外出介助。必要な介助を提供。 

 

♪ 情報提供 

障害者が地域で生活していくために役立つ

情報を提供する活動。 

 

♪ 権利擁護活動 

地域で生活する障害者の権利を守る活動。 

 

♪ 講演活動 

重度障害者の地域生活を広く伝える活動。 


