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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：０１９‐６３６‐０１３４ 

ＦＡＸ：０１９‐６８１‐０８２０ 

※ＦＡＸ番号が新しくなりました。 

電子メール ：cil_morioka@tmt.ne.jp 

ホームページ：http://cil.55street.net/index.html 

 

 

2009 年に賭ける思い・・・Ｐ２ 

「おでんせ！長期自立生活プログラム講座」をふりかえって・・・Ｐ３～４ 
第６回 すてきなクリスマス会。。。すてきに過ごして・・・Ｐ５ 
ＣＩＬもりおか活動報告・・・Ｐ６ 

編集後記・・・Ｐ７ 

全面広告・・・Ｐ８～１１ 
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ＣＩＬもりおか   代 表 川畑昌子 

事務局長 今川幸子 

 
 新年、あけましておめでとうございます。本年もＣＩＬもりおかを宜しくお願い致

します。 

 昨年は大きな出来事として、ＤＰＩ日本会議全国集会が岩手県で（盛岡市）行われ

ました。この集会の地元幹事団体としてＣＩＬもりおかが、運営全般に関して活動す

ることとなり、岩手県内の多くの福祉団体、個人の方々に協力を頂きました。 

 また、岩手県では障害者差別禁止条例の議論など、作成に向けての取り組みを行っ

ている段階であり、施行されましたら、岩手の福祉に変革を与える出来事になるかと

思います。２００６年１２月、国連で障害者権利条約が採択されました。こうした世

界の動きに対して、国よりも先に地方自治体が動くという事によって、国に対して良

い影響を与えていくものだと思います。 

 ＤＰＩの全国集会は、ＣＩＬもりおかにとってはじめての活動でありました。特に、

当日大災害が起きた中で運営した事は、大きな思い出と経験となりました。集会は、

県内外の参加者からパワーを頂きながら、無事終えることができました。 

 もう一つ、はじめての出来事といえば、ＣＩＬもりおかで念願の長期ピア・カウン

セリング講座を開催することができました。これまで、公開講座、集中講座を開催し

ましたが、長期ピア・カウンセリング講座は４０時間の講座内容であるため、２泊３

日×２回（前期・後期）という形で、県外のベテランピアカウンセラー、埼玉にある

自立生活センターくれぱすの代表、上野美佐穂さん、事務局長の見形信子さんをリー

ダーとしてお呼びして、開催することができました。 

 本年も引き続きピア・カウンセリング講座（公開セミナー）を開催したい思いであ

りますので、ご期待下さい！ また、自立生活プログラム講座では、地域でイキイキ

と暮らしたいと希望する若い障がい者を対象として、高校卒業予定者、大学卒業予定

者向けの自立生活プログラム講座を開きたいと考えています。第３回目となる長期自

立プログラム講座も次年度の秋頃に行う予定です。２年ごとに行われる、『バスはぼ

くらにとってもスニーカー』も開催が第３回目となります。内容はバス・歩道に関し

てのバリアフリーについて、知的、精神障がい者にとってのバリアとは、を話し合え

る内容にしたいと思います。 

 このように、今後も新しいことにもチャレンジして、地域の福祉を発展させていく

活動を目指して行いたいと思っております。活動の源となるのは、団体を支える皆様

の参加やご協力、団体への助言などです｡大きな力となります｡今後とも宜しくお願い

致します。 
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実施機関：平成 20 年 9 月 9 日～11 月 25 日（毎火）良かった点：反省点【リーダー編】 

＠障害基礎年金、障害者自立支援法、生活保護、住宅改造、生活福祉資金、新バリアフリー

法等、知っていると思っていても実は良く知ってなかった制度のおさらいができて良かった。 

＠他県から招いたリーダーの話をいっぱい聞けて、受講者の参考になったのではないか。リ

ーダーが若いので、若い受講者が共感を持てたのでは。 

＠介助者との関係を、２部構成（介助使う前、介助使った後）にしてみてはどうか？ 

＠調理台が高いのが、ネックだった。今後は調理台の高さも考慮しないといけない。 

＠「ＣＩＬの活動は、みんなを繋げていく活動だ」という受講者の感想を聞くことができた。 

＠自立生活者の暮らしの様子を見て、受講者は刺激を受けたようだ。 

＠お宅訪問をして、受講者と同じアパート生活している、自立者のがんばりを感じたようで、

親しく話しかける様子が見られた。 

＠これで終わりではなく、メールや電話などで、マメに連絡を取り合い、受講者とつながっ

ていけるといい。 

＠いちばん最後に記念の写真を撮り、これからも繋がっていこうと、誓いのハグができて良

かった。  

 

 

長期自立生活プログラム講座（ＩＬＰ）に参加して 

八重樫 久美子 

 

 私は、春から３ヶ月間ＣＩＬもりおかで研修という形でお世話になり、ＣＩＬの根本的考

えや活動、さらには自立支援法についてや、障害者運動について学ぶことができました。そ

の流れもあり、今回の長期自立生活プログラム講座（ＩＬＰ）に参加したわけですが、主た

る目的は、自分自身のこれからの生活…将来どうやって生きていったらいいのかという不安

や悩みからです。 

 講座の中で１番の達成感を得られたのは、調理の回でした。施設生活または親と同居して

いれば、自分の意思に関係なく黙っていても、食事を済ませることができていたわけでそれ

が何となく当たり前のようになってしまっていて、ヘルパーに指示を出して作ってもらう（自

分の意志で調理する）ということは初めてだったので、戸惑いながらも無事に芋の子汁とお

にぎりを作ることができてよかったですし、貴重な経験になりました。将来への不安が消え

たわけではありませんが、今回の経験を生かしながら、自分の生き方探しをしていこうと思

っています。 
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受講者受講者受講者受講者からからからから    

 

１．講座を受けて、どんなことを学びましたか？ 

∇自立に向けての大変さや苦労を学んだ一方で、それだけ挑戦し甲斐のあることだと

いうことも分かりました。 

∇家族との関わりも、改めて見つめなおすきっかけになりました。 

∇自分の中で一番大きかったことは、ヘルパーに指示をして料理するということが初

めてだったので、貴重な経験になったとともに、実際の自立生活者の生活を見させて

もらうことで自分自身が励まされました｡ 

 

２． リーダー、サブリーダーのどんなことばが印象に残っていますか？ 

∇「難しいけれど、願って挑戦していけば達成できる」 

∇「なんだかんだいって家族は協力者だ」 

∇青い芝の運動を見習って、バリアフリーに関する問題等に取り組みたい｡ 

 

３． 今回の講座を、これからどんな生活場面で活かしたいと思っていますか？ 

∇家族と自立に向けて真剣に話し合う足がかりにしていきたい。 

∇おぼろげな目標をしっかりと確実なものにしていきたい。 

∇本当に自立してやっていけるのか？を自分に問いかけ、考えながら自信を取り戻し

たい｡ 

 

４． その他、ご意見、ご感想をお聞かせ下さい。 

∇いろいろなお話が聞けたことで、今後のステップにいかしたいです。 

∇人数が少ないのが多少残念です｡ 
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 今年最後のイベントであるクリスマス会をどのようにプレゼンできるか、早い段階から障害者リーダー

（ＧＭ）・介助コーディネーターが一緒に企画を立て、準備を進めました。その甲斐あってか、12 月 20 日

プラザおでって生活アトリエにて、多くの方にご参加いただきました。岩手県立大学ボランティアセンタ

ーからは、社会福祉学部の学生さんと、昨年に引き続きシンガーソングライター中野さんがボランティア

で来て下さり、Ｙｏｕ－Ｍｅゆいっこさんからも 5 名参加いただきました。参加した方から、「定期的なイベ

ントへの参加は自分の体調を知る上でも貴重！今後ともよろしく」という言葉を頂きました。会の様子

を紹介します。 

    

ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動アンケートアンケートアンケートアンケートからからからから    

■活動内容 会場設営、移動飲食介助、会に参加、後片付け 

 

■参加しての感想は？ 

ボランティアとして参加しましたが、本当に一緒に楽しませていただきました。いろいろな人た

ちとコミュニケーションをとることができて、良い経験になったと思います。／今回、初めて障

害者の方と関わるボランティアに参加し、たくさんの気づきを得ることができました。例えば、

実際に人の座っている車イスを押すのは初めての経験でこんなにも重みがあり、人を乗せている

ことによる緊張感があるとは思いませんでした。   また、始めは参加者の方々とどのように

接すれば良いか自分の行動ばかり気にしていましたが、段々と会を楽しくしたいという気持ち切

り替えていくことができました。 

 

■クリスマス会の良かったところは？ 

・様々な参加者がいましたが、みんなで楽しめる内容ばかりで、みんながみんな親交を深めるこ

とができたところだと思います。                     

・参加者の方々も歌や踊りを披露するなど、みんなで創り上げる会の雰囲気がとてもいいなと思

いました。ケーキの作り方などテーブルによって様々であったり、そんな自由さや和やかな雰囲

気がこの会や CILもりおかさんの良いところなのだなと感じました。 

 

■その他、気づいたこと 

・職員のみなさんの、みんなを楽しませようという気持ちがすごく伝わってきました。 

・今回参加したことでいろいろな学びを得、また自分自身も会を楽しむことができました。  

 

■クリスマス会の反省点、改善すべきこと 

・最後に談笑の時間が少しあったけれど、片付けの作業を始めたことで早めに会を切り上げるこ

とになってしまいましたが、あまり効率ばかりを気にしないで楽しむことも大切にすればよかっ

たのかなと自分でも少し反省しました。 
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（（（（20202020....9.19.19.19.1----20202020....12.3112.3112.3112.31）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 

09090909 月月月月  ２７ 個別ＩＬ 

０３ 個別相談／利用者宅訪問 ２８ 長期ＩＬＰ⑦実施／ＧＭＣＮ会議 

０４ 個別相談／事務局会議 ２９ 県立大学ボランティアセンター訪問２名 

利用者宅訪問 

０５ 事務局会議 ３１ 個別ＩＬ／長期ＩＬＰ⑦反省⑧打ち合わせ 

０８ 個別ＩＬ 11111111 月月月月     

０９ 長期ＩＬＰ①実施／事務局会議 ０４ 長期ＩＬＰ⑧ 
１０ ＣＩＬ会員来訪 ０５ 県立盛岡養護学校ＰＴＡ様来訪／個別ＩＬ 

１１ 広報誌２２号郵送／職員会議 ０６ 個別相談 

１２ 長期ＩＬＰ①反省 ０７ ふれあいランド団体交流室訪問 

もりおか障害者自立支援プラザ様訪問 

１６ 全国障害者介護保障協議会電話会議 

長期ＩＬＰ②実施 

０８ いわて翼の会様訪問 

17-19 団体個別研修（自薦へルパー推進協会へ） １０ ＮＰＯフェスティバル助成金の書き方講座参加１名 

２１ 運営委員会４名 １１ 長期ＩＬＰ⑨お宅訪問 

２２ 福祉美容師様来訪／個別ＩＬ／ＧＭＣＮ会議 

スカイプ電話会議 

１２ ＧＭＣＮ会議／個別ＩＬ 

２３ 個別相談 １３ 紫波さぷり様来訪 

『鈴木さんと共に移動の自由をとり戻す会』署名郵送 

２４ 事務局会議／長期ＩＬＰ②反省 １４ ＧＭＣＮ会議 

２５ ＧＭＣＮ会議／長期ＩＬＰ③打ち合わせ １６ 運営会議／事務局会議 

２６ スカイプ電話会議 １８ 長期ＩＬＰ⑩ 

２９ 事務局会議 ２０ ＧＭＣＮ会議 

３０ 長期ＩＬＰ③実施 ２１ 個別ＩＬ 

10101010 月月月月  ２２ もりきたエコムネット学習会参加 

０１ ＣＩＬブロック研修（仙台）１名 

利用者宅訪問 

２５ ＤＶシンポジウム参加／長期ＩＬＰ⑪ 

０２ ＣＩＬブロック研修（仙台）１名 ２６ ＧＭＣＮ会議 

０３ ＣＩＬブロック研修（仙台）１名 

盛岡ハートネット様来訪／利用者宅訪問 

長期ＩＬＰ③反省／長期ＩＬＰ④打ち合わせ 

２８ 個別相談 

０６ 個別ＩＬ／利用者宅訪問 ２９ 個別ＩＬ 

０７ 長期ＩＬＰ④実施 12121212 月月月月     

０８ 利用者宅訪問 ０３ 個別ＩＬ 

０９ ＧＭＣＮ会議 ０９ 夢ＩＴ工房様訪問 

１０ 県立盛岡養護学校都南校副校長様来訪 

長期ＩＬＰ④反省／⑤打ち合わせ 

夢ＩＴ工房様来訪 

１０ 利用者宅訪問／個別ＩＬ 

 

１４ 全国障害者介護保障協議会電話会議参加１名 

長期ＩＬＰ⑤実施／個別相談 

１１ 夢ＩＴ工房様来訪 

１５ 事務局会議／ＧＭＣＮ会議 １５ 個別相談 

１６ 長期ＩＬＰ⑤反省／長期ＩＬＰ⑥打ち合わせ １６ 全国障害者介護保障協議会電話会議参加１名／個別 IL 

ケアサポートＡＬＳさくら会様来訪 

１７ 個別ＩＬ １８ 県立大学ボランティアセンター様より学生 2 名来訪 

２０ ほのぼのホーム様来訪 １９ 自立生活センター青森様より 2 名来訪 

生活アトリエ訪問 

２１ 長期ＩＬＰ⑥ ２０ クリスマス会実施３１名参加 

２２ ＧＭＣＮ会議／個別相談／利用者宅訪問 

Ｙｏｕ－Ｍｅゆいっこ様訪問 

２３ 個別相談（施設訪問） 

２４ 個別ＩＬ／長期ＩＬＰ⑥反省⑦打ち合わせ ２５ Ｙｏｕ－Ｍｅゆいっこ様訪問 

２５ 岩手県立盛岡養護学校都南校文化祭見学２名 

身体障害者療護施設瑞雲荘文化祭見学１名 

２６ 仕事納め 

２６ 運営委員会３名   
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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） 

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７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    

   

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

＜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     

ＴＥＬ０１９－６３６－０１３４／ＦＡＸ０１９－６８１－０８２０ 

※ＦＡＸ番号が新しくなりました。 

編集後記  

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。今年第一号の会報

が完成されました。 

今年４月から、また自立支援法の中身が色々と変わるので、今年も頑張りたいと思っ

ています。みなさん今後ともＣＩＬもりおかをよろしくお願いします。（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 

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。 
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全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内 
（介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会から名称変更しました）略称＝広域協会 
フリーダイヤル ０１２０－６６－０００９ 
フリーダイヤル ＦＡＸ ００３７－８０－４４４６ 
 

自分の介助者を登録ヘルパーにでき自分の介助専用に

使えます   対象地域：４７都道府県全域 

 
介助者の登録先の事業所のみつからない方は御相談下さい。い

ろいろな問題が解決します。 
 
 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーと同じような登録のみのシステムを支援

費ヘルパー利用者と介護保険ヘルパー利用者むけに提供しています。自分で確保した介助者を

自分専用に制度上のヘルパー（自薦の登録ヘルパー）として利用できます。介助者の人選、介

助時間帯も自分で決めることができます。全国のホームヘルプ指定事業者を運営する障害者団

体と提携し全国でヘルパーの登録ができるシステムを整備しました。介助者時給は今までの制

度より介助者の給与が落ちない個別相談システムです。 
 

利用の方法 
 広域協会 東京本部にＦＡＸか郵送で介助者・利用者の登録をすれば、翌日から支援費や介

護保険の自薦介助サービスが利用可能です。東京本部から各県の指定事業者に業務委託を行い

支援費の手続きを取ります。各地の団体の決まりや給与体系とは関係なしに、広域協会専門の

条件でまとめて委託する形になりますので、すべての契約条件は広域協会本部と利用者の間で

利用者が困らないように話し合って決めます。ですから、問い合わせ・申し込みは東京本部０

１２０－６６－０００９におかけください。 
 介助者への給与は身体介護型で時給１５００円（１.５時間以降は１２００円）（東京周辺は

時給１９００円。１.５時間以降は１３００円）、家事型１０００円、重度訪問介護で区分によ

り時給１１００（区分 5 以下）・１２５０円（区分６）・１４５０円（最重度）が基本ですが

今までの制度の時給がもっと高い場合には極力今までの時給になるようにします。また、夜間

の利用の方は時給アップの相談にのります。介助者は１～３級ヘルパー、介護福祉士、看護士、

重度訪問介護研修修了者などのいずれかの方である必要があります。自薦の介護者は、障害者

が新規に無資格者を確保し、２日で２０時間研修受講してもらえば重度訪問介護に入れます。 
 
詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm 
 
 

東京地区の身体介護基本時給が１９００円にアップ 
（身体介護を伴う移動介護も同単価。詳細はお問い合わせください） 
 
 
 
 
 
 

 

全面広告 
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自薦介助者にヘルパー研修を実質無料で受けていただけます  

 

全国広域協会の利用者の登録介助者向けに３級ヘルパー通信研修を行なっております。通信部分

は自宅で受講でき、通学部分は東京なで３日間で受講可能です。３級受講で身体介護に入ること

ができます。 

 重度訪問介護研修も開催しています。東京会場では、緊急時には希望に合わせて３６５日毎日

開催可能で、２日間で受講完了です。東京都と隣接県の利用者は１日のみの受講でかまいません

（残りは利用障害者自身の自宅で研修可能のため）。３級や重度訪問介護の研修受講後、一定時間

（規定による時間数）介護に入った後、参加費・交通費・宿泊費を全額助成します。  
 

このような仕組みを作り運営しています 

 
全国ホームヘルパー広域自薦登録協会 
（自薦登録の継続・保障のみを目的に作られた非営利団体） 

 
        市町村への請求事務や給与支払い事務等の業務委託・提携 
 

各県の指定事業者 
 
（障害者団体）  

 各県の指定事業者 
 
（ＣＩＬなど）  

 
     介護者の登録、介護料振込         介護者の登録、介護料振込 
 

障害者と
介護者 

 障 害 者
と 介 護
者 

 障 害 者
と 介 護
者 

 障害者と
介護者 

 障害者と
介護者 

 
 
 
お問合せは TEL ０１２０－６６－０００９（通話料無料）へ。受付１０時～２２時  
みなさんへお願い：この資料を多くの方にお知らせください。   
 
介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会 発起人（都道府県順、敬称略、2000年 4月時点） 

名前    （所属団体等） 
花田貴博 （ベンチレーター使用者ネットワーク／ＣＩＬ札幌）北海道  

篠田 隆  （NPO 自立生活支援センター新潟）新潟県 

三澤 了 （ＤＰＩ日本会議）東京都 

尾上浩二  （ＤＰＩ日本会議）東京都 

中西正司  （ＤＰＩアジア評議委員／ＪＩＬ／ヒューマンケア協会）東京都  

八柳卓史  （全障連関東ブロック）東京都 

樋口恵子  （NPO スタジオ IL 文京）東京都 

佐々木信行  （ピープルファースト東京）東京都 

加藤真規子 （NPO 精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう）東京都  

横山晃久  （全国障害者介護保障協議会／HANDS 世田谷）東京都 

益留俊樹  （ＮＰＯ自立生活企画／ＮＰＯ自立福祉会）東京都 

名前  （所属団体等） 

川元恭子   （全国障害者介護保障協議会／ＣＩＬ小平）東京都 

渡辺正直  （静岡市議／静岡障害者自立生活センター）静岡県  

山田昭義  （社会福祉法人ＡＪＵ自立の家）愛知県 

斎藤まこと （名古屋市議／共同連／社会福祉法わっぱの会）愛知県 

森本秀治  （共同連）大阪府  

村田敬吾  （NPO 自立生活センターほくせつ２４）大阪府  

光岡芳晶  （NPO すてっぷ／ＣＩＬ米子）鳥取県  

栗栖豊樹  （共に学びあう教育をめざす会／ＣＩＬてごーす）広島県  

佐々和信  （香川県筋萎縮性患者を救う会／ＣＩＬ高松）香川県  

藤田恵功  （HANDS 高知／土佐市重度障害者の介護保障を考える会）高知県 

田上支朗  （NPO 重度障害者介護保障協会）熊本県 

全面広告 
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全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の理念 
 
４７都道府県で介助者の自薦登録が可能に 

障害施策の自薦登録ヘルパーの全国ネットワークを作ろう 

 ２００３年度から全国の障害者団体が共同して４７都道府県のほぼ全域（離島などを除く）で介助

者の自薦登録が可能になりました。 

 自薦登録ヘルパーは、最重度障害者が自立生活する基本の「社会基盤」です。重度障害者等が自分

で求人広告をしたり知人の口コミで、自分で介助者を確保すれば、自由な体制で介助体制を作れます。

自立生活できる重度障害者が増えます。（特にＣＩＬ等のない空白市町村で)。 

 小規模な障害者団体は構成する障害者の障害種別以外の介護サービスノウハウを持たないことが多

いです。たとえば、脳性まひや頚損などの団体は、ＡＬＳなど難病のノウハウや視覚障害、知的障害

のノウハウを持たないことがほとんどです。 

 このような場合でも、まず過疎地などでも、だれもが自薦登録をできる環境を作っておけば、解決

の道筋ができます。地域に自分の障害種別の自立支援や介護ノウハウを持つ障害者団体がない場合、

自分（障害者）の周辺の人の協力だけで介護体制を作れば、各県に最低１団体ある自薦登録受け入れ

団体に介助者を登録すれば、自立生活を作って行く事が可能です。一般の介護サービス事業者では対

応できない最重度の障害者や特殊な介護ニーズのある障害者も、自分で介護体制を作り、自立生活が

可能になります。 

 このように様々な障害種別の人が自分で介護体制を組み立てていくことができることで、その中か

ら、グループができ、障害者団体に発展する数も増えていきます。 

 また、自立生活をしたり、自薦ヘルパーを利用する人が増えることで、ヘルパー時間数のアップの

交渉も各地で行なわれ、全国４７都道府県でヘルパー制度が改善していきます。  

 支援費制度が導入されることにあわせ、４７都道府県でＣＩＬ等自立生活系の障害当事者団体が全

国４７都道府県で居宅介護（ヘルパー）指定事業者になります。 

 全国の障害者団体で共同すれば、全国４７都道府県でくまなく自薦登録ヘルパーを利用できるよう

になります。これにより、全国で重度障害者の自立が進み、ヘルパー制度時間数アップの交渉が進む

と考えられます。  

４７都道府県の全県で、県に最低１箇所、ＣＩＬや障害者団体のヘルパー指定事業所が自薦登録の受

け入れを行えば、全国４７都道府県のどこにすんでいる障害者も、自薦ヘルパーを登録できるように

なります。（支援費制度のヘルパー指定事業者は、交通２～３時間圏内であれば県境や市町村境を越え

て利用できます）。（できれば各県に２～３ヶ所あれば、よりいい）。 

全国で交渉によって介護制度が伸びている全ての地域は、まず、自薦登録ヘルパーができてから、そ

れから２４時間要介護の１人暮らしの障害者がヘルパー時間数アップの交渉をして制度をのばしてい

ます。（他薦ヘルパーでは時間数をのばすと、各自の障害や生活スタイルに合わず、いろんな規制で生

活しにくくなるので、交渉して時間数をのばさない） 

自薦ヘルパーを利用することで、自分で介助者を雇い、トラブルにも自分で対応して、自分で自分の

生活に責任を取っていくという事を経験していくことで、ほかの障害者の自立の支援もできるように

なり、新たなＣＩＬ設立につながります。（現在では、雇い方やトラブル対応、雇用の責任などは、「介

助者との関係のＩＬＰ」実施ＣＩＬで勉強可能） 

例えば、札幌のＣＩＬで自薦登録受け入れを行って、旭川の障害者が自分で介助者を確保し自薦登録

を利用した場合。それが旭川の障害者の自立や、旭川でのヘルパー制度の時間数交渉や、数年後のＣ

ＩＬ設立につながる可能性があります。これと同じことが全国で起こります。（すでに介護保険対象者

の自薦登録の取組みでは、他市町村で自立開始や交渉開始やＣＩＬ設立につながった実例がいくつか

あります） 

 

 

 

 

全面広告 
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自薦登録の受付けは各団体のほか、全国共通フリーダイヤルで広域協会でも受付けます。全国で広報

を行い、多くの障害者に情報が伝わる様にします。 

自薦登録による事業所に入る資金は、まず経費として各団体に支払い（各団体の自薦登録利用者が増

えた場合には、常勤の介護福祉士等を専従事務員として雇える費用や事業費などを支払います)、残っ

た資金がある場合は、全国で空白地域でのＣＩＬ立ち上げ支援、２４時間介護制度の交渉を行うため

の２４時間要介護障害者の自立支援＆ＣＩＬ立ち上げ、海外の途上国のＣＩＬ支援など、公益活動に

全額使われます。全国の団体の中から理事や評議員を選出して方針決定を行っていきます。  

 これにより、将来は３３００市町村に全障害にサービス提供できる１０００のＣＩＬをつくり、２

４時間介護保障の全国実現を行ない、国の制度を全国一律で２４時間保障のパーソナルアシスタント

制度に変えることを目標にしています。 

 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声 
 

★（関西） ２４時間介護の必要な人工呼吸器利用者ですが一般事業所はどこも人工呼吸器利用者へヘ

ルパー派遣をしてくれないので、広告で募集した介助者に全国広域協会の紹介でヘルパー研修を受講し

てもらい、全国広域協会を利用しています。求人紙での求人募集方法のアドバイスも受けました。介助

者への介助方法を教えるのは家族が支援しています。  

 

★（東日本の過疎の町） １人暮らしで２４時間介護が必要ですが、介護保障の交渉をするために、身

体介護１日５時間を全国広域協会と契約して、残り１９時間は全国広域協会から助成を受け、２４時間

の介助者をつけて町と交渉しています。  

 

★（東北のＡ市） 市内に移動介護を実施する事業所が１か所もなく、自薦登録で移動介護を使いたい

のですが市が「事業所が見つからないと移動介護の決定は出せない」と言っていました。知人で介護し

てもいいという人が見つかり、東京で移動介護の研修を受けてもらい全国広域協会に登録し、市から全

国広域協会の提携事業所に連絡してもらい、移動介護の決定がおり、利用できるようになりました。 

 

★（西日本のＢ村） 村に１つしかヘルパー事業所がなくサービスが悪いので、近所の知人にヘルパー

研修を受けてもらい全国広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。 

 

★（北海道） 視覚障害ですが、今まで市で１箇所の事業所だけが視覚障害のガイドヘルパーを行って

おり、今も休日や夕方５時以降は利用できません。夜の視覚障害のサークルに行くとき困っていました

ら、ほかの参加者が全国広域協会を使っており、介助者を紹介してくれたので自分も夜や休日に買い物

にも使えるようになりました。  

 

★（東北のＣ市） ２４時間呼吸器利用のＡＬＳで介護保険を使っています。吸引してくれる介助者を

自費で雇っていましたが、介護保険の事業所は吸引をしてくれないので介護保険は家事援助をわずかし

か使っていませんでした。自薦の介助者がヘルパー資格をとったので全国広域協会に登録して介護保険

を使えるようになり、自己負担も１割負担だけになりました。さらに、今年の４月からは支援費制度が

始まり、介護保険を目いっぱい使っているということで支援費のヘルパーも毎日５時間使えるようにな

り、これも全国広域協会に登録しています。求人広告を出して自薦介助者は今３人になり、あわせて毎

日１０時間の吸引のできる介護が自薦の介助者で埋まるようになりました。求人広告の費用は全国広域

協会が負担してくれました。介助者の時給も「求人して介助者がきちんと確保できる時給にしましょう」

ということで相談のうえ、この地域では高めの時給に設定してくれ、介助者は安定してきました。    

    

全面広告 


