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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 

ＴＳＫＴＳＫＴＳＫＴＳＫ    
わい!わい!ふくし☆ 

 

第２回 バスはぼくらにとってもスニーカー・・・２ 

講演パネルディスカッションアンケート報告・・・５ 

車椅子ダンス参加者募集中のお知らせ・・・・・・・８ 

いわてトイレマップ・・・９  会員更新のお願い！・・・９ 

ＣＩＬもりおか活動報告・・６   編集後記･･･１１ 
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昨年昨年昨年昨年１２１２１２１２月月月月２０２０２０２０日日日日にににに｢｢｢｢高齢者高齢者高齢者高齢者、、、、身体障害者等身体障害者等身体障害者等身体障害者等がががが円滑円滑円滑円滑にににに利用利用利用利用できるできるできるできる特定建築物特定建築物特定建築物特定建築物のののの建築建築建築建築のののの

促進促進促進促進にににに関関関関するするするする法律法律法律法律（（（（    ハートビルハートビルハートビルハートビル法法法法））））    ｣｣｣｣とととと｢｢｢｢高齢者高齢者高齢者高齢者、、、、身体障害者等身体障害者等身体障害者等身体障害者等のののの公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関をををを利用利用利用利用

したしたしたした移動移動移動移動のののの円滑化円滑化円滑化円滑化のののの促進促進促進促進にににに関関関関するするするする法律法律法律法律（（（（交通交通交通交通バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー法法法法）｣）｣）｣）｣をををを統合統合統合統合・・・・拡充拡充拡充拡充させたさせたさせたさせた「「「「高齢高齢高齢高齢

者者者者、、、、障害者等障害者等障害者等障害者等のののの移動等移動等移動等移動等のののの円滑化円滑化円滑化円滑化のののの促進促進促進促進にににに関関関関するするするする法律法律法律法律（（（（    バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー新法新法新法新法）」）」）」）」がががが施行施行施行施行されされされされ

ましたましたましたました。。。。当団体当団体当団体当団体ではではではでは、、、、よりよりよりより一層一層一層一層ののののバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー化化化化をををを求求求求めるめるめるめる推進推進推進推進イベントイベントイベントイベントとしてとしてとしてとして、、、、約約約約３３３３年年年年ぶりぶりぶりぶり

にににに「「「「バスバスバスバスはぼくらにとてもはぼくらにとてもはぼくらにとてもはぼくらにとてもスニーカースニーカースニーカースニーカー」」」」をををを開催開催開催開催しましたしましたしましたしました。。。。    

このこのこのこのイベントイベントイベントイベントではではではでは、、、、意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会とととと講演講演講演講演・・・・座談会座談会座談会座談会をををを２２２２回回回回にににに分分分分けてけてけてけて行行行行いましたいましたいましたいました。。。。そのそのそのその内容内容内容内容をををを

このこのこのこの号号号号でででで掲載掲載掲載掲載しますしますしますします。。。。    

    

１１１１回目回目回目回目はははは、、、、障害者障害者障害者障害者のののの声声声声ををををバスバスバスバス事業者事業者事業者事業者やややや行政機関行政機関行政機関行政機関にににに聞聞聞聞いていていていて頂頂頂頂くためのくためのくためのくための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。。。。    

    

当団体当団体当団体当団体からはからはからはからは、、、、障害者障害者障害者障害者スタッフスタッフスタッフスタッフとととと地域地域地域地域でででで暮暮暮暮らすらすらすらす肢体肢体肢体肢体、、、、視覚障害者視覚障害者視覚障害者視覚障害者のののの方方方方々々々々にににに参加参加参加参加しししし

てててて頂頂頂頂きききき、、、、全員全員全員全員でででで５５５５名名名名がががが出席出席出席出席しましたしましたしましたしました。。。。バスバスバスバス事業者事業者事業者事業者からはからはからはからは岩手県岩手県岩手県岩手県バスバスバスバス協会協会協会協会、、、、岩手県交岩手県交岩手県交岩手県交

通通通通、、、、岩手県北岩手県北岩手県北岩手県北バスバスバスバス、、、、JRJRJRJR バスバスバスバス東北盛岡支店東北盛岡支店東北盛岡支店東北盛岡支店のののの方方方方々々々々がががが６６６６名出席名出席名出席名出席、、、、行政機関行政機関行政機関行政機関からはからはからはからは、、、、岩岩岩岩

手河川国道事手河川国道事手河川国道事手河川国道事務所計画課務所計画課務所計画課務所計画課、、、、岩手県地域振興部地域企画室岩手県地域振興部地域企画室岩手県地域振興部地域企画室岩手県地域振興部地域企画室、、、、盛岡市建設部道路建設課盛岡市建設部道路建設課盛岡市建設部道路建設課盛岡市建設部道路建設課、、、、

岩手運輸支局企画調整部門岩手運輸支局企画調整部門岩手運輸支局企画調整部門岩手運輸支局企画調整部門のののの各機関各機関各機関各機関よりよりよりより１０１０１０１０名名名名のののの方方方方がががが出席下出席下出席下出席下さいましたさいましたさいましたさいました。。。。要望書提要望書提要望書提要望書提

出出出出のののの後後後後２２２２時間時間時間時間にわたるにわたるにわたるにわたる活発活発活発活発なななな意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会がががが行行行行われましたわれましたわれましたわれました。。。。そのそのそのその話話話話のののの一部一部一部一部をここにをここにをここにをここに掲掲掲掲

載載載載しますしますしますします。。。。    

    

３３３３年前年前年前年前とととと比比比比べてべてべてべて改善改善改善改善されたされたされたされた点点点点：：：：    

★★★★    でんでんむしの乗り場にバスシェルターができました。岩手県と盛岡市の補助

によりバス協会が建設しました。バスロケーションシステムについても国と盛

岡市の補助で電光掲示板の付いたハイグレードバス停が80基設置されました。 

★★★★    バスセンター内に車椅子トイレができました。実際に使わせていただいてお

り、大変助かっています。 
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今回今回今回今回のののの改善要望改善要望改善要望改善要望のののの点点点点：：：：    

    

要望要望要望要望：：：：バスバスバスバスのののの椅子椅子椅子椅子のののの跳跳跳跳ねねねね上上上上げげげげ方法方法方法方法ややややスロープスロープスロープスロープのののの使用方法使用方法使用方法使用方法がわからなかったりがわからなかったりがわからなかったりがわからなかったり、、、、障害障害障害障害

者割引者割引者割引者割引をををを知知知知らないらないらないらない乗務員乗務員乗務員乗務員がいるのでがいるのでがいるのでがいるので研修研修研修研修をををを徹底的徹底的徹底的徹底的にににに行行行行ってってってって欲欲欲欲しいですしいですしいですしいです。。。。    

    

回答回答回答回答：：：：県交通県交通県交通県交通    営業所営業所営業所営業所のののの講習会講習会講習会講習会でででで再発防止再発防止再発防止再発防止にににに努努努努めますめますめますめます。。。。昨年度昨年度昨年度昨年度、、、、会社独自会社独自会社独自会社独自でででで車車車車いすいすいすいす

のののの講習会講習会講習会講習会ととととバスバスバスバス協会協会協会協会でででで講習会行講習会行講習会行講習会行ないましたないましたないましたないました。。。。19191919年度年度年度年度ももももバスバスバスバス協会協会協会協会でのでのでのでの講習会講習会講習会講習会をををを積極的積極的積極的積極的

にににに行行行行ないますないますないますないます。。。。    

    

要望要望要望要望：：：：今後講習会今後講習会今後講習会今後講習会があるがあるがあるがある場合場合場合場合はははは当事者当事者当事者当事者をををを交交交交えてやってえてやってえてやってえてやって欲欲欲欲しいですしいですしいですしいです。。。。    

    

回答回答回答回答：：：：県交通県交通県交通県交通    今年今年今年今年もももも研修研修研修研修をををを予定予定予定予定しているのでしているのでしているのでしているので、、、、そのそのそのその時時時時にはにはにはには是非是非是非是非おおおお願願願願いしたいですいしたいですいしたいですいしたいです。。。。    

    

要望要望要望要望：：：：予約予約予約予約しなくてもしなくてもしなくてもしなくても済済済済むようにむようにむようにむように、、、、全便全路線全便全路線全便全路線全便全路線にににに低床低床低床低床バスバスバスバスのののの導入導入導入導入をををを望望望望みますみますみますみます。。。。各路各路各路各路

線線線線にににに車車車車いすいすいすいす対応対応対応対応のののの低床低床低床低床バスバスバスバスをををを導入導入導入導入することをすることをすることをすることを望望望望みますみますみますみます。。。。    

    

回答回答回答回答：：：：県北県北県北県北バスバスバスバス    車車車車いすいすいすいす対応車両対応車両対応車両対応車両はははは 21212121 両両両両。。。。今現在盛岡市内今現在盛岡市内今現在盛岡市内今現在盛岡市内ではではではでは、、、、厨川駅厨川駅厨川駅厨川駅～～～～運動公運動公運動公運動公

園園園園～～～～バスセンターバスセンターバスセンターバスセンター・・・・バスセンターバスセンターバスセンターバスセンター～～～～イオンイオンイオンイオン間間間間のののの車両車両車両車両についてはについてはについてはについては、、、、故障等故障等故障等故障等ないないないない限限限限りりりり低低低低

床床床床バスバスバスバスをををを張張張張りりりり付付付付けでけでけでけで運行運行運行運行、、、、時刻表時刻表時刻表時刻表にもにもにもにも掲示掲示掲示掲示していますしていますしていますしています。。。。    

回答回答回答回答：：：：県交通県交通県交通県交通    昨年度昨年度昨年度昨年度のののの新車新車新車新車はでんでんむしにはでんでんむしにはでんでんむしにはでんでんむしに 1111両両両両。。。。路線維持路線維持路線維持路線維持のためにのためにのためにのために中古中古中古中古バスバスバスバスをををを

購入購入購入購入していますしていますしていますしています。。。。今現在今現在今現在今現在はははは連絡連絡連絡連絡をいただければをいただければをいただければをいただければ手配手配手配手配しますしますしますします。。。。全県全県全県全県でででで所有所有所有所有するするするする 583583583583両両両両

のうちのうちのうちのうちノンノンノンノンステップバスステップバスステップバスステップバスはははは 7777両両両両、、、、ワンステップワンステップワンステップワンステップはははは 64646464両導入両導入両導入両導入していますしていますしていますしています。。。。    

回答回答回答回答：：：：ＪＲＪＲＪＲＪＲバスバスバスバス    ワンステップバスワンステップバスワンステップバスワンステップバスがががが 12121212両両両両。。。。ほとんどほとんどほとんどほとんど久慈久慈久慈久慈・・・・二戸二戸二戸二戸でででで使用使用使用使用。。。。    

回答回答回答回答：：：：岩手運輸支局岩手運輸支局岩手運輸支局岩手運輸支局    どうしてもどうしてもどうしてもどうしても 1800180018001800 万万万万とかかなりとかかなりとかかなりとかかなり高額高額高額高額になるのでになるのでになるのでになるので、、、、それをそれをそれをそれを入入入入れれれれ

るためにはるためにはるためにはるためには経営経営経営経営のののの判断判断判断判断となりますがとなりますがとなりますがとなりますが、、、、制度上制度上制度上制度上ではではではではノンステップバスノンステップバスノンステップバスノンステップバスのののの補助制度補助制度補助制度補助制度・・・・支支支支

援制度援制度援制度援制度がありますがありますがありますがあります。。。。    

    

要望要望要望要望：：：：ターミナルターミナルターミナルターミナル点字点字点字点字ブロックブロックブロックブロックをををを弱視者弱視者弱視者弱視者にににに分分分分かりやすいようかりやすいようかりやすいようかりやすいよう黄色黄色黄色黄色にににに変変変変えることをえることをえることをえることを要要要要

望望望望しますしますしますします。。。。    

    

回答回答回答回答：：：：盛岡市盛岡市盛岡市盛岡市    盛岡駅盛岡駅盛岡駅盛岡駅のののの出入出入出入出入りりりり口口口口とかとかとかとか、、、、公共地下道公共地下道公共地下道公共地下道、（、（、（、（東口東口東口東口からからからから西口西口西口西口にににに抜抜抜抜けるけるけるけるフェザフェザフェザフェザ

ンンンンのののの中中中中をををを通通通通るるるる地下道地下道地下道地下道））））がございますががございますががございますががございますが、、、、今年今年今年今年、、、、そちそちそちそちらのらのらのらの方方方方にににに点字点字点字点字ブロックブロックブロックブロックをををを設置設置設置設置しししし

たいということでたいということでたいということでたいということで考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの中中中中についてはについてはについてはについては、、、、着色着色着色着色するとかしてするとかしてするとかしてするとかして

検討検討検討検討してみたいとしてみたいとしてみたいとしてみたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

要望要望要望要望：：：：盛岡駅盛岡駅盛岡駅盛岡駅ののののターミナルターミナルターミナルターミナルのののの広場広場広場広場からからからから駅舎駅舎駅舎駅舎へへへへ渡渡渡渡るるるる横断歩道横断歩道横断歩道横断歩道のののの段差段差段差段差をなくすをなくすをなくすをなくす改善改善改善改善をををを要要要要

望望望望しますしますしますします。。。。    

    

回答回答回答回答：：：：バスバスバスバス協会協会協会協会    盛岡駅盛岡駅盛岡駅盛岡駅のののの北口北口北口北口のところからのところからのところからのところからバスロータリーバスロータリーバスロータリーバスロータリーのののの横断歩道横断歩道横断歩道横断歩道があるとこがあるとこがあるとこがあるとこ

ろからだとろからだとろからだとろからだと思思思思いますいますいますいます。。。。昨年昨年昨年昨年もごもごもごもご要望頂要望頂要望頂要望頂いていたこともありますのでいていたこともありますのでいていたこともありますのでいていたこともありますので最終最終最終最終にににに向向向向けてけてけてけて盛盛盛盛

岡市岡市岡市岡市のののの中中中中にににに完備完備完備完備していることもありますのでしていることもありますのでしていることもありますのでしていることもありますので、、、、相談相談相談相談しながらしながらしながらしながら検討検討検討検討しますしますしますします。。。。    
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要望要望要望要望：：：：ホームページホームページホームページホームページ上上上上にににに低床低床低床低床バスバスバスバスのののの保有数等保有数等保有数等保有数等のののの情報情報情報情報をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

回答回答回答回答：：：：県交通県交通県交通県交通    やっていきたいとやっていきたいとやっていきたいとやっていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

要望要望要望要望：：：：視覚障害者視覚障害者視覚障害者視覚障害者がががが行行行行きききき先先先先をををを知知知知るるるる手段手段手段手段としてとしてとしてとして、、、、アナウンスアナウンスアナウンスアナウンスをををを怠怠怠怠らないようにらないようにらないようにらないように要望致要望致要望致要望致

しますしますしますします。。。。どこどこどこどこ行行行行きのきのきのきのバスバスバスバスかかかか車内車内車内車内にににに流流流流すすすすシステムシステムシステムシステムがありますねがありますねがありますねがありますね。。。。あれはあれはあれはあれは、、、、もしもしもしもし搭載搭載搭載搭載ささささ

れてないれてないれてないれてない車両車両車両車両があるのであればがあるのであればがあるのであればがあるのであれば、、、、まずまずまずまず普及普及普及普及させてほしいさせてほしいさせてほしいさせてほしい。。。。一度搭載一度搭載一度搭載一度搭載したものにしたものにしたものにしたものに関関関関しししし

てはてはてはては、、、、確実確実確実確実にににに 100100100100 パーセントパーセントパーセントパーセント動動動動かしてかしてかしてかして欲欲欲欲しいとしいとしいとしいと思思思思いますいますいますいます。。。。バスバスバスバスのののの中中中中のののの「「「「次次次次はどこはどこはどこはどこ

そこですそこですそこですそこです」」」」というというというという放送放送放送放送はははは１００１００１００１００％％％％徹底徹底徹底徹底されているされているされているされている。。。。あれはきっとあれはきっとあれはきっとあれはきっと必要必要必要必要だだだだ、、、、というというというという認認認認

識識識識がほとんどのがほとんどのがほとんどのがほとんどの人人人人にされているからにされているからにされているからにされているから流流流流しているとしているとしているとしていると思思思思うううう。。。。車内放送車内放送車内放送車内放送にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、ごくごくごくごく

一部一部一部一部のののの私私私私たちのようなたちのようなたちのようなたちのような視覚障視覚障視覚障視覚障害者害者害者害者にしかにしかにしかにしか必要必要必要必要なものじゃないというなものじゃないというなものじゃないというなものじゃないという認識認識認識認識がどうしてがどうしてがどうしてがどうして

もももも乗務員乗務員乗務員乗務員さんのさんのさんのさんの中中中中にはまだまだあってにはまだまだあってにはまだまだあってにはまだまだあって、、、、そのためにそのためにそのためにそのために流流流流されないのだとしかされないのだとしかされないのだとしかされないのだとしか思思思思えないえないえないえない。。。。

確確確確かにかにかにかに一番必要一番必要一番必要一番必要なのはなのはなのはなのは私私私私たちだがたちだがたちだがたちだが、、、、周周周周りのりのりのりの人人人人にこのようなにこのようなにこのようなにこのような話話話話をするとをするとをするとをすると、「、「、「、「いやいやいやいや、、、、高齢高齢高齢高齢

者者者者だってだってだってだってアナウンスアナウンスアナウンスアナウンスしてくれていたしてくれていたしてくれていたしてくれていた方方方方がががが間違間違間違間違えなくていいよねえなくていいよねえなくていいよねえなくていいよね、」、」、」、」とかとかとかとか「「「「いやいやいやいや、、、、私私私私たたたた

ちだってちだってちだってちだって！」！」！」！」とととと若若若若いいいい人人人人もももも言言言言うううう。。。。それはそれはそれはそれは知的障害者知的障害者知的障害者知的障害者のおのおのおのお母母母母さんもさんもさんもさんも「「「「うちのうちのうちのうちの子子子子にだってにだってにだってにだって

良良良良いいいい」」」」ってってってって言言言言うしうしうしうし、、、、一般的一般的一般的一般的にににに若若若若いいいい健常者健常者健常者健常者のののの人人人人たちもたちもたちもたちも「「「「自分達自分達自分達自分達だってだってだってだって文字文字文字文字とととと音音音音とととと両方両方両方両方

あったあったあったあった方方方方がががが間違間違間違間違いがいがいがいが少少少少なくてなくてなくてなくて良良良良いいいい」」」」ってってってって、、、、話話話話をするたびにほとんどのをするたびにほとんどのをするたびにほとんどのをするたびにほとんどの人人人人がががが言言言言うううう。「。「。「。「いいいい

やややや、、、、あんなもあんなもあんなもあんなものはいらないのはいらないのはいらないのはいらない！」！」！」！」っていうっていうっていうっていう声声声声はははは聞聞聞聞いたことはないいたことはないいたことはないいたことはない。。。。ただただただただ一部一部一部一部ににににバスバスバスバス会会会会

社社社社のののの方方方方からはからはからはからは、「、「、「、「うるさいうるさいうるさいうるさい」」」」というというというという苦情苦情苦情苦情はいっているはいっているはいっているはいっているンンンンだとだとだとだと思思思思うううう。。。。でもそれはでもそれはでもそれはでもそれは、、、、どっどっどっどっ

ちかといったらうるさいというちかといったらうるさいというちかといったらうるさいというちかといったらうるさいという人人人人のほうがのほうがのほうがのほうが少少少少ないとないとないとないと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、そういうそういうそういうそういう苦情苦情苦情苦情のほうのほうのほうのほう

をををを優先優先優先優先させないでさせないでさせないでさせないで、、、、是非車内是非車内是非車内是非車内のののの案内案内案内案内とととと同同同同じようにじようにじようにじように必要必要必要必要だというだというだというだという認識認識認識認識をををを持持持持っていただっていただっていただっていただ

きたいときたいときたいときたいと思思思思うのだがいかがでしょかうのだがいかがでしょかうのだがいかがでしょかうのだがいかがでしょか。。。。    

    

回答回答回答回答：：：：県交通県交通県交通県交通    実際実際実際実際にににに聞聞聞聞こえないこえないこえないこえない車車車車もももも出出出出ているというているというているというているという事実事実事実事実もあるのでもあるのでもあるのでもあるので、、、、今一度今今一度今今一度今今一度今おおおお

話話話話があったがあったがあったがあった件件件件についてはについてはについてはについては徹底徹底徹底徹底のほうをのほうをのほうをのほうを図図図図っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

要望要望要望要望：：：：地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体におかれましてはにおかれましてはにおかれましてはにおかれましては、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民のののの福福福福祉祉祉祉のののの増進増進増進増進をををを図図図図るるるる観点観点観点観点からからからから、、、、移移移移

動円滑化動円滑化動円滑化動円滑化のののの促進促進促進促進にににに関関関関するするするする理解理解理解理解とととと協力協力協力協力をををを要望致要望致要望致要望致しますしますしますします。。。。やはりやはりやはりやはり他他他他のののの乗客乗客乗客乗客のののの中中中中でででで車椅子車椅子車椅子車椅子

がががが乗乗乗乗っているとっているとっているとっていると邪魔邪魔邪魔邪魔、、、、だとだとだとだと思思思思っているっているっているっている人人人人がいるようですがいるようですがいるようですがいるようです。。。。実際実際実際実際にににに混混混混んでいるときにんでいるときにんでいるときにんでいるときに

車椅子車椅子車椅子車椅子のののの人人人人がいるとちょっとがいるとちょっとがいるとちょっとがいるとちょっと困困困困るというるというるというるという事事事事ををををバスバスバスバス会社会社会社会社にににに電話電話電話電話したしたしたした方方方方がいたらしいでがいたらしいでがいたらしいでがいたらしいで

すすすす。。。。    

    

回答回答回答回答：：：：岩手県岩手県岩手県岩手県    去年新去年新去年新去年新しくしくしくしく法律法律法律法律がががが出来出来出来出来、、、、それをそれをそれをそれを受受受受けてけてけてけて、、、、条例条例条例条例ともともともとも改正改正改正改正にににに今着手今着手今着手今着手してしてしてして

いるいるいるいる中中中中でででで、、、、そういうそういうそういうそういう県民理解県民理解県民理解県民理解のののの深深深深めていくめていくめていくめていく取取取取りりりり組組組組みをするみをするみをするみをする必要必要必要必要があるだろうというがあるだろうというがあるだろうというがあるだろうという

話話話話がががが出出出出ていますていますていますています。。。。改正内容改正内容改正内容改正内容をををを固固固固めていくめていくめていくめていく話話話話にこれからなっているのでにこれからなっているのでにこれからなっているのでにこれからなっているので、、、、そのそのそのその中中中中でででで条条条条

例例例例のののの関関関関するするするする規定規定規定規定なりそれをなりそれをなりそれをなりそれを受受受受けたけたけたけた具体具体具体具体的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みについてはこれからみについてはこれからみについてはこれからみについてはこれから検討検討検討検討していしていしていしてい

くことになるかとくことになるかとくことになるかとくことになるかと思思思思いますいますいますいます。。。。    
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要望要望要望要望：：：：歩道等歩道等歩道等歩道等のののの整備徹底整備徹底整備徹底整備徹底をををを望望望望みますみますみますみます。。。。    

    

回答回答回答回答：：：：盛岡市盛岡市盛岡市盛岡市    町町町町のののの中中中中だとだとだとだと中央病院中央病院中央病院中央病院からからからから中央通中央通中央通中央通りにりにりにりに向向向向かってかってかってかって道路道路道路道路をををを広広広広げていますげていますげていますげています。。。。

後後後後、、、、不来方橋不来方橋不来方橋不来方橋からからからから岩手女子高辺岩手女子高辺岩手女子高辺岩手女子高辺りまでりまでりまでりまで広広広広げるげるげるげる計画計画計画計画をををを進進進進めていますめていますめていますめています。。。。後後後後、、、、歩道歩道歩道歩道はははは広広広広げげげげ

ないがないがないがないが八幡町八幡町八幡町八幡町のののの通通通通りりりり、、、、車車車車がががが今二車線今二車線今二車線今二車線になっているのをになっているのをになっているのをになっているのを一車線一車線一車線一車線にしてにしてにしてにして、、、、スピードスピードスピードスピードをををを抑抑抑抑

えてえてえてえて両側両側両側両側にににに 2222 メーターメーターメーターメーター位位位位のののの歩行者歩行者歩行者歩行者スペーススペーススペーススペースをををを 4444，，，，5555 年年年年のののの時間時間時間時間をかけてをかけてをかけてをかけて整備整備整備整備していきしていきしていきしていき

たいたいたいたい。。。。    

回答回答回答回答：：：：河川国道事務所河川国道事務所河川国道事務所河川国道事務所    歩行者歩行者歩行者歩行者がががが多多多多いいいい所所所所のののの歩道歩道歩道歩道はははは、、、、幅幅幅幅もももも広広広広くくくく、、、、歩行者歩行者歩行者歩行者がががが少少少少ないないないない所所所所はははは

幅幅幅幅がががが狭狭狭狭いいいい危危危危ないないないない場所場所場所場所をををを発見発見発見発見したらすぐにしたらすぐにしたらすぐにしたらすぐに市役所市役所市役所市役所のののの道路管理課道路管理課道路管理課道路管理課にににに連絡連絡連絡連絡いただければいただければいただければいただければ、、、、

緊急緊急緊急緊急のののの対応対応対応対応はははは致致致致しますしますしますします。。。。壊壊壊壊れているとかれているとかれているとかれているとか、、、、段差段差段差段差があるというのはがあるというのはがあるというのはがあるというのは問題外問題外問題外問題外でででで順次解消順次解消順次解消順次解消

していかなければならないがしていかなければならないがしていかなければならないがしていかなければならないが、、、、幅幅幅幅についてはについてはについてはについては利用者利用者利用者利用者がががが少少少少ないないないない所所所所についてはについてはについてはについては、、、、心心心心ののののババババ

リアフリーリアフリーリアフリーリアフリーというというというという、、、、利用利用利用利用されるされるされるされる健常者健常者健常者健常者のののの方方方方みなさんのおみなさんのおみなさんのおみなさんのお互互互互いにいにいにいに譲譲譲譲りりりり合合合合うといううといううといううという気持気持気持気持

ちがちがちがちが意識意識意識意識のののの問題問題問題問題になってくるのかなとになってくるのかなとになってくるのかなとになってくるのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

ＣＩＬＣＩＬＣＩＬＣＩＬもりおかではもりおかではもりおかではもりおかでは、、、、このようなこのようなこのようなこのような意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会をををを通通通通してしてしてして、、、、交通交通交通交通バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリーのののの推進推進推進推進

をををを呼呼呼呼びかけるびかけるびかけるびかける活動活動活動活動をををを今後今後今後今後もももも継続継続継続継続していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

                                                        文文文文：：：：今川今川今川今川    

        

    

２２２２回目回目回目回目はははは、、、、バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリーのののの促進促進促進促進にはにはにはには、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民のののの協力協力協力協力もももも必要必要必要必要であるためであるためであるためであるため、、、、周知周知周知周知すすすす

るるるる目的目的目的目的としてとしてとしてとして一般公開一般公開一般公開一般公開のののの講演会講演会講演会講演会とととと座談会座談会座談会座談会（（（（パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション））））をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。

講師講師講師講師としてとしてとしてとして、、、、東京東京東京東京からからからからバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー新法新法新法新法にににに詳詳詳詳しいしいしいしい障害当事者障害当事者障害当事者障害当事者のののの今福義明今福義明今福義明今福義明さんをおさんをおさんをおさんをお招招招招

きしましたきしましたきしましたきしました。。。。パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションではではではでは、、、、講師講師講師講師のののの他他他他にににに昨年昨年昨年昨年、、、、一人暮一人暮一人暮一人暮らしをはじめらしをはじめらしをはじめらしをはじめ

ててててバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー活動活動活動活動にににに積極的積極的積極的積極的なななな障害当事者障害当事者障害当事者障害当事者とととと当団体当団体当団体当団体のののの事務局長事務局長事務局長事務局長のののの今川今川今川今川がががが加加加加わりわりわりわり、、、、今今今今

後後後後のののの地域地域地域地域ののののバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー化化化化をどうすればいいのかをどうすればいいのかをどうすればいいのかをどうすればいいのか語語語語りましたりましたりましたりました。。。。    

    

    

★講演パネルディスカッションアンケート報告★ 
 

２０日に行われた「第２回 バスはぼくらにとってもスニーカー」講演会・座談会

終了後に参加者の方々からアンケートを頂きました。 

講師の今福さんに目を通して頂き、コメントを付けてもらいました。その内容をこ

こで掲載致します。 
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●●●●今回今回今回今回はどちらかというとはどちらかというとはどちらかというとはどちらかというと、、、、都市部都市部都市部都市部（（（（盛岡地区盛岡地区盛岡地区盛岡地区））））中心中心中心中心のののの話話話話でしたけれでしたけれでしたけれでしたけれ

どどどど、、、、全国的全国的全国的全国的にににに過疎化過疎化過疎化過疎化がががが進進進進みみみみ、、、、バスバスバスバスのののの路線自体路線自体路線自体路線自体もももも減少傾向減少傾向減少傾向減少傾向にあるにあるにあるにある。。。。電車電車電車電車

ととととバスバスバスバスののののアクセスアクセスアクセスアクセスををををスムーズスムーズスムーズスムーズにしてにしてにしてにして欲欲欲欲しいししいししいししいし、、、、最寄最寄最寄最寄のののの駅駅駅駅からからからから福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設

へのへのへのへの移動移動移動移動ををををスムーズスムーズスムーズスムーズにしてにしてにしてにして欲欲欲欲しいしいしいしい。。。。岩手県内岩手県内岩手県内岩手県内にはにはにはには県北県北県北県北、、、、県交通県交通県交通県交通のののの他他他他にににに

ＪＲＪＲＪＲＪＲもあるがもあるがもあるがもあるが、ＪＲ、ＪＲ、ＪＲ、ＪＲののののバスバスバスバスはほとんどがはほとんどがはほとんどがはほとんどがツーステップツーステップツーステップツーステップでででで非常非常非常非常にににに乗降乗降乗降乗降しししし

にくいのがにくいのがにくいのがにくいのが現状現状現状現状であるであるであるである。。。。    

〔〔〔〔コメントコメントコメントコメント〕「〕「〕「〕「電車電車電車電車ととととバスバスバスバスののののアクセスアクセスアクセスアクセスををををスムーズスムーズスムーズスムーズにしてにしてにしてにして欲欲欲欲しいししいししいししいし、、、、最最最最

寄寄寄寄のののの駅駅駅駅からからからから福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設へのへのへのへの移動移動移動移動ををををスムーズスムーズスムーズスムーズにしてにしてにしてにして欲欲欲欲しいしいしいしい。」。」。」。」はははは、ＢＦ、ＢＦ、ＢＦ、ＢＦ新新新新

法法法法のののの神髄神髄神髄神髄ですねですねですねですね。「。「。「。「岩手県内岩手県内岩手県内岩手県内にはにはにはには県北県北県北県北、、、、県交通県交通県交通県交通のののの他他他他ににににＪＲＪＲＪＲＪＲもあるがもあるがもあるがもあるが、、、、

ＪＲＪＲＪＲＪＲののののバスバスバスバスはほとんどがはほとんどがはほとんどがはほとんどがツーステップツーステップツーステップツーステップでででで非常非常非常非常にににに乗降乗降乗降乗降しにくいのがしにくいのがしにくいのがしにくいのが現現現現

状状状状であるであるであるである。」。」。」。」はははは、、、、JRJRJRJR路線路線路線路線バスバスバスバスのののの BFBFBFBF化方針化方針化方針化方針がががが見見見見えていないえていないえていないえていない現状現状現状現状ですですですです。。。。    

今年初今年初今年初今年初めてめてめてめて､「､「､「､「誰誰誰誰もがもがもがもが利用利用利用利用できるできるできるできる交通機関交通機関交通機関交通機関をををを求求求求めるめるめるめる全国行動東京実行全国行動東京実行全国行動東京実行全国行動東京実行

委員会委員会委員会委員会((((委員長委員長委員長委員長::::伊藤雅文伊藤雅文伊藤雅文伊藤雅文))))」」」」ではではではでは､､､､都内乗都内乗都内乗都内乗りりりり入入入入れれれれバスバスバスバス事業者交渉事業者交渉事業者交渉事業者交渉にににに JRJRJRJR

関東関東関東関東バスバスバスバスもももも含含含含めてもらえるめてもらえるめてもらえるめてもらえる様様様様にににに東京東京東京東京バスバスバスバス協会協会協会協会にににに働働働働きかけていますきかけていますきかけていますきかけています。。。。    

    

●●●●バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー新法新法新法新法がわかりやすくがわかりやすくがわかりやすくがわかりやすく解説解説解説解説されていたのでされていたのでされていたのでされていたので良良良良かったとかったとかったとかったと思思思思

いますいますいますいます。。。。時間時間時間時間がががが少少少少なかったようになかったようになかったようになかったように思思思思いますいますいますいます。。。。次回次回次回次回はははは、、、、各地域各地域各地域各地域のののの人人人人にににに

参加参加参加参加してもらいしてもらいしてもらいしてもらい、、、、各地域各地域各地域各地域のののの状況状況状況状況などもなどもなどもなども報告報告報告報告してもらうとしてもらうとしてもらうとしてもらうと良良良良いかもしいかもしいかもしいかもし

れませんれませんれませんれません。。。。    

〔〔〔〔コメントコメントコメントコメント〕ＢＦ〕ＢＦ〕ＢＦ〕ＢＦ新法新法新法新法のののの内容分量内容分量内容分量内容分量はははは、、、、大変大変大変大変ボリュームボリュームボリュームボリュームがありがありがありがあり､､､､わたしたわたしたわたしたわたした

ちはちはちはちは、、、、これらをこれらをこれらをこれらを理解理解理解理解してしてしてして､､､､これらをこれらをこれらをこれらを使使使使いこなしていかなければなりませいこなしていかなければなりませいこなしていかなければなりませいこなしていかなければなりませ

んんんん。。。。ぜひぜひぜひぜひ、ＢＦ、ＢＦ、ＢＦ、ＢＦ新法新法新法新法にもっとにもっとにもっとにもっと関心関心関心関心をををを持持持持っていただきっていただきっていただきっていただき､､､､このこのこのこの法律法律法律法律でででで何何何何をどをどをどをど

こまでこまでこまでこまで BFBFBFBF化化化化できるのかをできるのかをできるのかをできるのかを考考考考えていってほしいとえていってほしいとえていってほしいとえていってほしいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

●●●●精神障害精神障害精神障害精神障害ユーザーユーザーユーザーユーザーですがですがですがですが、、、、各駅各駅各駅各駅ややややバスバスバスバス（（（（長長長長距離等距離等距離等距離等））））にににに乗車乗車乗車乗車したしたしたした時時時時、、、、

身障手帳身障手帳身障手帳身障手帳のようにのようにのようにのように割引制度割引制度割引制度割引制度があるとがあるとがあるとがあると助助助助かりますかりますかりますかります。。。。私私私私はははは仙台仙台仙台仙台までまでまでまで通院通院通院通院

しているのでしているのでしているのでしているので交通費交通費交通費交通費がかかってがかかってがかかってがかかって大変大変大変大変ですですですです。。。。    

〔〔〔〔コメントコメントコメントコメント〕〕〕〕こちらでもこちらでもこちらでもこちらでも精神障害精神障害精神障害精神障害ユーザーユーザーユーザーユーザーのののの方方方方からはからはからはからは､､､､よくよくよくよく上記割引制上記割引制上記割引制上記割引制

度度度度のののの問題問題問題問題がでますががでますががでますががでますが､､､､残念残念残念残念ながらながらながらながら､､､､割引制度割引制度割引制度割引制度のののの問題問題問題問題はははは、ＢＦ、ＢＦ、ＢＦ、ＢＦ新法新法新法新法とはとはとはとは別別別別

次元次元次元次元のののの問題問題問題問題でありでありでありであり､､､､個別個別個別個別それそれそれそれ自体自体自体自体をそろそろもっとをそろそろもっとをそろそろもっとをそろそろもっと私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、議論議論議論議論をしをしをしをし
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なければならないなければならないなければならないなければならない時期時期時期時期にはにはにはには来来来来ていますがていますがていますがていますが､､､､未未未未だだだだ本格化本格化本格化本格化していないしていないしていないしていない問題問題問題問題

ですですですです。。。。    

    

●●●●普段普段普段普段バスバスバスバスはははは使使使使っていないのですがっていないのですがっていないのですがっていないのですが、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな問題問題問題問題がわかりがわかりがわかりがわかり、、、、考考考考ええええ

させられましたさせられましたさせられましたさせられました。。。。機会機会機会機会があったらがあったらがあったらがあったらバスバスバスバスをををを利用利用利用利用したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

〔〔〔〔ココココメントメントメントメント〕〕〕〕バスバスバスバスにどなたでもにどなたでもにどなたでもにどなたでも一度一度一度一度でもでもでもでも多多多多くくくく円滑円滑円滑円滑にににに利用利用利用利用してもらうこしてもらうこしてもらうこしてもらうこ

とがとがとがとが､､､､最大最大最大最大のののの喜喜喜喜びですびですびですびです。。。。みなさんおみなさんおみなさんおみなさんお誘誘誘誘いのいのいのいの上上上上､､､､よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

((((笑笑笑笑いいいい))))    

 

    

～ＣＩＬもりおか会員の方からのＰＲコーナー～ 

岩手県車いすダンス協会では、車いすダンス練習参加者を募集しております。

各メディアに取り上げていただいたこともあり、お陰様でリーディングパートナー(車い

すを先導してくれる方)候補の皆さんの見学、練習参加者は徐々に増えては来たの

ですが、残念ながらウィルチャードライバー(車椅子の方)の方の参加者の方の参加

がいまひとつの状況です。お知り合いの方でご参加可能な方がおりましたならば、是

非、見学かたがた遊びにいらしていただければと思います。毎月、第 2 日曜(13：00

～15：30)、第 3 木曜(10：00～12：00・13：00～15：30)の２回です。ふれあいランド岩手

体育館で練習していますのでよろしくお願いします。 

くわしくは、 普及指導員 小瀬川尚様 小瀬川元子様TEL019-688-4544 まで、

お願いします。‐今後の練習予定日‐ 

９月２０日 １月１３日、２４日 

１０月２５日 ２月３日、７日 

１１月１１日、２２日 ３月９日 

１２月９月、２０日  

    

    

    

車椅子ダンス 

ウィルチャ－ドドライバー参加者募集中！ 

＜＜＜＜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「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。 
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昨年秋に、ＵＤ社会実験平泉ＵＤガイドプロジェクトに参加させていただいた折り

に、岩手県立大学ソフトウェア情報学部 菊池伸哉様の卒業研究における、

「UD 情報」からトイレ情報だけを簡単に検索できる、Web トイレマップを紹介いただき

ました。このトイレマップは、岩手県全体地図から目的の市町村を検索できます。

また、名前で目的の市町村を検索できます。トイレの設備別絞込み検索では、

「車椅子対応」 「一般トイレ」 「オストメイト設備あり」 「多目的シートあり」 「ベビ

ーベットあり」 「ベビーチェアーあり」 のいずれかのトイレを探すことが出来ます。 

車椅子利用者にとってなくてはならない情報といえます。アドレスについてです

が、菊池様の３月卒業にあたって、この Web トイレマップの研究が後輩の方に引き

継がれるということで、最新の Web トイレマップのアドレスが変更になります。新しい

アドレスが決まり次第、連絡していただけることになっています。現在のアドレスは、

http://210.156.41.156/sample/topmenu2.html です。県外から岩手を訪れる方、県内

各地域の方々、アドレスをクリックし、ぜひお役立て下さい。                        

文：川畑 

 

第６期（平成１９年７月～平成２０年６月）会員 

更新申し込みのお願い！ 
 

ＣＩＬＣＩＬＣＩＬＣＩＬもりおかはもりおかはもりおかはもりおかは、、、、１１１１年間年間年間年間ごとにごとにごとにごとに会員会員会員会員のののの更新更新更新更新をおをおをおをお願願願願いしておりますいしておりますいしておりますいしております。。。。みなさまみなさまみなさまみなさま方方方方からからからから頂頂頂頂いたいたいたいた

会費会費会費会費はははは、、、、当団体当団体当団体当団体のののの事業活動事業活動事業活動事業活動にににに役立役立役立役立てておりてておりてておりてており、、、、このこのこのこの会報会報会報会報をををを作作作作るためのるためのるためのるための紙代紙代紙代紙代やややや印刷代印刷代印刷代印刷代となっていたとなっていたとなっていたとなっていた

りしますりしますりしますりします。。。。このためこのためこのためこのため更新更新更新更新がないがないがないがない場合場合場合場合はははは、、、、会報会報会報会報のののの送付送付送付送付をををを止止止止めるめるめるめる場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。 

なおなおなおなお、、、、会報会報会報会報だけごだけごだけごだけご希望希望希望希望のののの方方方方はははは、、、、賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員でもでもでもでも可能可能可能可能ですですですです。。。。会費入金会費入金会費入金会費入金ををををおおおお忘忘忘忘れなくれなくれなくれなく、、、、当団体当団体当団体当団体へのへのへのへの

支援支援支援支援よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。 

 

★★★★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    

振込先振込先振込先振込先：：：：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」」」」    

※※※※口座振込口座振込口座振込口座振込みのみのみのみの場合場合場合場合、、、、手数料手数料手数料手数料がかかりますがかかりますがかかりますがかかります。。。。ごごごご了承下了承下了承下了承下さいさいさいさい。。。。    

※※※※口座振込時口座振込時口座振込時口座振込時にににに発行発行発行発行されるされるされるされる振込用紙振込用紙振込用紙振込用紙がががが控控控控えとなりますえとなりますえとなりますえとなります。。。。なおなおなおなお、、、、領収書領収書領収書領収書がががが必要必要必要必要なななな方方方方はははは、、、、

当団体当団体当団体当団体へごへごへごへご連絡下連絡下連絡下連絡下さいさいさいさい。。。。    
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（（（（11119999....5.15.15.15.1----11119999....7.317.317.317.31）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 

０５０５０５０５月月月月        ２０日 個別電話相談 

Ｙｏｕ－Ｍｅゆいっこ来訪：３名 

０２日 第四回バス事業者との意見交換会打合わせ：５名 ２１日 個別介助者相談 

０９日 個別ＩＬ ２２日 「バスは僕らにとってもスニーカー」講演＆シ

ンポジウム：１８名 

１０日 個別ＩＬ ２６日 個別ＩＬ 

１１日 岩手日報社来訪 

 

２８日 個別ＩＬ 

１５日 全国障害者介護保障協議会電話会議 

 

２９日 ＧＭコーディネーター会議 

 

１６日 広報誌１８号完成郵送（１０５部） ０７０７０７０７月月月月        

１９ 

～２１日 

ＪＩＬ総会(横浜パシィフィコ)：６名 

個別介助研修 

０１日 個別ＩＬ 

２２日 行政交渉／個別相談 ０２日 介助講義研修 

２５日 キリン財団来訪：１名 ０３日 岩手日報社取材／長期ＩＬＰ打合せ 

２８日 バリアフリー新法説明会出席：５名 ０５日 長期ＩＬＰ第１回打合せ 

２９日 第五回バス会社との意見交換会打合わせ：５名 ０６日 長期ＩＬＰ第１回実施「目標設定」（ランド） 

長期ＩＬＰ第２回打合せ 

３０日 介護ビデオ視聴研修：２名／個別訪問 ０９日 介助者個別相談 

３１日 ＧＭコーディネーター会議／個別ＩＬ １０日 個別訪問 

０６０６０６０６月月月月     １１日 個別ＩＬ 

０１日 ＧＭコーディネーター会議／個別ＩＬ 

個別介助者相談 

１３日 長期ＩＬＰ第２回実施 

「障害について」（ふれあいランド） 

０４日 個別訪問／個別介助者相談 １４日 個別ＩＬ 

０５日 船引支援費裁判傍聴支援：２名 

ＣＩＬ青森ＩＬＰ講師：１名 

１８日 個別ＩＬ 

０６日 ＣＩＬ青森ＩＬＰ講師：１名 

ＧＭコーディネーター会議／個別介助研修 

１９日 長期ＩＬＰ第２回反省＆第３回打合せ 

０７日 介護ビデオ視聴研修：５名／個別介助者相談 ２０日 長期ＩＬＰ第３回実施「障害者運動の歴史：制

度学習」（キャラホール） 

０９日 岩手県立盛岡養護学校運動会見学：２名 ２４日 全国障害者介護保障協議会電話会議出席 

北海道：東北ＣＩＬ電話会議出席 

個別電話相談 

１０日 車椅子ダンス見学 ２５日 介助者個別相談／個別ＩＬ 

１２日 第六回バス事業者との意見交換会打合わせ：５名 ２６日 介助者個別相談／個別相談 

１４日 バス協会来訪：２名（意見交換会の打合わせ） ２７日 ボランティア１名来訪 

長期ＩＬＰ第３回反省＆第４回打合せ 

１６日 個別ＩＬ ２８日 「権利擁護セミナー」参加 

盛岡市手をつなぐ育成会主催 

１７日 個別ＩＬ ３０日 ボランティア１名来訪 

長期ＩＬＰ第４回実施 

「介助者との関係」（ふれあいランド） 

１９日 「バスは僕らにとってもスニーカー」 

意見交換会：２１名 

３１日 個別ＩＬ 

青森長期ＩＬＰ講師参加（ＣＩＬ青森） 

    

    

    

＜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    自立生活自立生活自立生活自立生活支援支援支援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    
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｡｡｡｡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。 

 

 第６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    

振込先振込先振込先振込先                        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  今月号作成中に、作成中のデータが突如消えてしまい悲しみにくれながら

今回は作りました。今後はバックアップを取りながら作成しようと思います。 

まあ、いつも私はアップアップに仕事していますけどね。 

次回の会報には、今回載せるのに間に合わなかった決算・予算を掲載する予定です。（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 

施設や親元を離れての生活を望む障害者に、

当事者リーダーが、社会生活のノウハウを伝

える講座。長期､集中､個別各講座を開催。 

 

♪ 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（２泊３日）､個別各講座を開催。 

 

♪ 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

で介助者を派遣し、身体介助。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。 


