
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集：ＣＩＬもりおか 

〒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 

e-mail：m_machan22@ybb.ne.jp 

目 次 

 盛岡さんさノンステップバスで行く …２ 

 自立生活支援センター・もりおか定期総会 …４ 

 オススメ料理コーナー …５  

 活動記録 …６ 

全国ホームヘルパー広域自薦登録協会のご案内 

あとがき …７ 

  

第第第第４４４４号号号号    



 2 

盛岡さんさノンステップバスで行く 

 

 盛岡の夏といえば、「盛岡さんさ踊り」。 

全国から、たくさんの方が見に来る大イベントです。 

 代表は、一度も行ったことがなかったので、「見に行こう！」となりました。そこで、初

めてバスに乗ってみることにしました。 

 さっそく、ノンステップバスの運行している時間をバスセンタ－に問い合わせてみると、 

「そちらの地域は、？？営業所が担当ですので、そちらに問い合わせて下さい。そちらで、 

時間など決まってると思いますので…。」 

と言われました。そこで、？？営業所に問い合わせました。すると、 

「ノンステップバスに関しては、バスセンタ－の方に問い合わせをお願いします。」 

とのことでした。ため息をしつつ、もう一度、バスセンタ－に掛け、事情を説明すると、 

「少々、お待ち下さい。」 

と言われ、男性の方に代わりました。すると、 

「こちらで、時刻表を捜していまして、時間がかかりますので、折り返し電話します。」 

とのことでした。 

「それでは、見つかりしだいファックスに時刻表を送信していただけますか。」 

と伝え、切りました。 

 しばらくすると、バスセンタ－の方から電話が入りました。 

「行く時間など決まっていましたら、教えていただけますか？」 

と言われ、時間が確定していなかったので、そのように伝えると、 

「あの、運行時刻はだいたい決まっているのですが、確実ではないので行かれる時間に合

わせて運行しますので。」 

と言われたのです。それはおかしいと思い、たらい回しされたこともあり？？つい、 

｢運行時刻がだいたい決まっているということは、どういうことですか？車椅子の人は、確

実に来るかわからないバスを待っていて、運が悪ければ一日中バス停にいなくてはならな

いのですか？健常者であれば考えられないことで、すぐ改善されることなのに、需要が少

ない車椅子だから、ずっとこのままで通されるのですか？ノンステップバスは車椅子の方

の為に作られたバスなのに、有効に使われていないのでは意味がないと思います。｣ 

（やさしく言いました。） 

と言ってしまいました。 

すると、バスセンタ－の方は自分側の汚点を反省して下さった上で、 

「お客様の声を大事にしたいとおもいます。」 

と言って下さいました。 
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さんさ踊り当日。 

無事にバスに乗れ、「盛岡さんさ踊り」を大変楽しむことが出来ました。 

いろんな意味で、たくさんの思い出ができた「盛岡さんさ踊り」でした。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

活 動 記 録   平成平成平成平成 15151515 年年年年 8888 月月月月    

   日   月         火       水 木    金         土 

                    1111    2222    

              
 ・新人介助

者研修 

3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    
・ノンステ

ップバス試

乗 

    

・ヘルパー

時間数延長

相談 

 

10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515        16161616    

   運営会議    

17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222      23  23  23  23    

  ・個別相談    ・運営会議 

24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030    

・夢ＩＴ工

房訪問 
 

・NPO 民間

福祉サービ

ス懇談会出

席 

・名古屋Ｉ

ＬＰ体験講

座参加 

・名古屋Ｉ

ＬＰ体験講

座参加 

・名古屋Ｉ

ＬＰ体験講

座参加 
 

31313131             
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活 動 記 録   平成平成平成平成 15151515 年年年年 9999 月月月月    

   日   月         火       水 木    金         土 

    1111    2222    3333    4444    5555    6666    

        小平研修小平研修小平研修小平研修    小平研修 小平研修  
ふれあいラン

ド祭参加 

7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    
・・・・事務所改造工

事開始 

・会報３作成  ケア会議  

 ・岩手県立盲学

校PTA研修視察 

・地域療育等

支援 事業 東

北ブ ロッ ク

研修会参加 

・電話運営会

議 

・ＩＬ会議 

14141414    15151515    16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    

運営会議   個別ＩＬ  

運営会議 

ケア会議 

電話相談 

 

21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    
難病連硬化症

友の会講演会

にて、講演 
 個別訪問  福島研修 福島研修  

28282828    29292929    30303030                    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

編集後記 

 昨年よりこの活動を始めてか

らの悲願でありました、事務所

をようやく開設することができ

ました。これもひとえに、皆様

の応援のお陰によるものと、感

謝の気持ちでいっぱいです。今

後とも、お願い致します。 

 それにしても、最近寒い日が

続いております。徒歩 20分かけ

ての事務所通いは、ご老体の

（？？？）身体には辛いです。 

でも、秋の夕焼け空にうっとり。

こころの浄化になります。（ま） 

今年度、正会員・賛助会員になっていただ

いた個人、団体の方のお名前です。 

ご支援、ご協力ありがとうございます。 
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編集：ＣＩＬもりおか 

＜連絡先＞ 

〒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 

e-mail：m_machan22@ybb.ne.jp 

 

＜会員募集＞ 

正会員（購読料含）一口  ２，０００円 

賛助会員     一口  いくらでも 

 

口座：盛岡信用金庫都南支店 

   ００９－０１７８３６２ 

名義：「ＣＩＬもりおか 会計係川畑昌子」 

支援費・介護保険事業所 

NPO 法人自立生活支援ｾﾝﾀｰ･もりおか 

「ヘルパーステーション・それいゆ」 

＜事務所＞ 

〒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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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０１２０－６６－０００９におかけください。 

 介助者への給与は介護型で時給１５００円、日常生活支援で時給 1300～1420円が基

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、日常生活支援研修修了者などのいずれかの方である必要があります。

ただし、支援費制度のほうは、１４年３月まで自薦ヘルパーや全身性障害者介護人派遣

事業の登録介護人として働いている場合、県知事から証明が出て永久にヘルパーとして

働けます。２００３年４月以降新規に介護に入る場合も、日常生活支援や移動介護であ

れば、２０時間研修で入れます。 

 

詳しくはホームページもごらんください http://www.kaigoseido.net/2.htm 
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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 

 広域協会では、障害当事者主体の理念の３級ヘルパー通信研修も行なっております。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。 

 日常生活支援研修は、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

です。２日間で受講できます。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）。日常生活支援研修受講者は全身性移

動介護にも入れます。３級や日常生活支援の研修受講後、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） 

お名前  （所属団体等） 

花田貴博 （ＣＩＬさっぽろ・ベンチレーター使用者ネットワーク） 

大久保健一（名取市障害者の自立生活を考える会） 

篠田 隆 （自立生活支援センター新潟） 

三澤 了 （ＤＰＩ日本会議） 

中西正司 （ＤＰＩアジア評議委員・全国自立生活センター協議会） 

八柳卓史 （全障連関東ブロック） 

樋口恵子 （全国自立生活センター協議会） 

佐々木信行（ピープルファースト東京） 

加藤真規子（精神障害者ピアサポートセンターこらーる・たいとう） 

横山晃久 （全国障害者介護保障協議会／HANDS世田谷） 

益留俊樹 （特定非営利活動法人自立生活企画） 

川元恭子 （全国障害者介護保障協議会／ＣＩＬ小平） 

お名前  （所属団体等） 

渡辺正直 （静岡市議） 

山田昭義 （ＤＰＩ日本会議／社会福祉法人ＡＪＵ自立の家） 

斎藤まこと（名古屋市議／共同連） 

尾上浩二 （障害者総合情報ネットワーク） 

森本秀治 （共同連） 

村田敬吾 （自立生活センターほくせつ２４） 

光岡芳晶 （特定非営利活動法人すてっぷ） 

栗栖豊樹 （ＣＩＬてごーす） 

佐々和信 （香川県筋萎縮性患者を救う会） 

中村久光 （障害者の自立支援センター） 

藤田恵功 （土佐市在宅重度障害者の介護保障を考える会） 

田上支朗 （熊本市全身性障害者の介護保障を求める会） 
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全国ホームヘルパー広域自薦登録協会の利用者の声 

★（東日本の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広域協会に登

録し、市から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広域協会に登録し自薦ヘルパーになってもらいました。 

 

★（東京都） ３月までは全身性障害者介護人派遣事業を使って自薦の介助者を使っていたので

すが、４月１日にＢ市からＣ市に転居した関係で、新しい区で受給者証がなかなか発行されず、

５月はじめに４月１日付の受給者証が送られてきました。区から広域協会を紹介され、電話した

ところ、緊急事態ですからということで、特別に４月１日にさかのぼって自薦介護者の介護を支

援費の対象にしてくれるということで４月の介助者給与が出ることになり助かりました。 

 

★（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つかえる用になりました。 

 

★（東京都） ３月までは毎日身体介護型１２時間と全身性介護人派遣事業８時間の合計２０時

間の制度を受けていました。区は２４時間介護が必要と認めていましたが区の上限だから２０時

間しか出せないとの方針で、１人暮らしの最重度で２４時間介助が必要なため２０時間では足り

ず、自薦登録先の企業に身体介護型で自薦介護者に時給 2000円、夜間土日は時給 3000円出して

もらって、高めの時給が出る代わりに自薦介助者に２４時間介護に入ってもらっていました。４

月になり、国の方針で２０時間全部が安い日常生活支援の単価になり、２０００円や３０００円

の単価でやってくれる事業所がなくなり困りきっていたところに、広域協会のことを知りました。

相談すると交渉を継続することを条件に１日２４時間トータルでいままでの日額介護者給与と同

額が出るようにしてくれました。今後もあと４時間の交渉を続けていきます。 

★（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、介助者は週３

日勤務で月２０万ほどの収入ができ、安定してきました。 


