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会員の皆様

如何　お過ごしですか･ ･ ･?

今年も6月です0

6月になって来るといろいろな野外での事があります｡

札幌はライラックまつり(5月終わり頃)

よさこい祭り等と･ ･ ･ t I

今年は､あすなろ会での始めての

①　医療講演会が帯広であります｡

②　レクリェイションとして『安部　重量　写真展』

(診　全道集会は函館で開催｡

(詳しくは｢お知らせコーナー｣にて)

皆さん､出席宜しくお軌､しますo

川端さん､表紙本当にありがとうございます｡

感謝してますo

あすなろ会々長　成田　愛子

●

●



本年庸第-JgL事業資金辱鼻会bI弓の報告
'hhRA45C{AAjCiA(RAARnC(A:RA(ARkARhkkAおCikkkK5%ARhR訳R<kAAAiARA(AGkke

柳　弘子

5月1 8日に開かれた事業資金委員会には各部からの出席者によって検討され､今迄

の報告もあって減らされた助成金のカバーも含め真剣に話し合いがされましたCその内

容をご報告しますD

l　昨年魔手ヤIlティーJttr一決算報告

純利益で前年決算対比1 2 5%(521,328円)で売り場別ではやはり医衣料がトップD

準備･当日販売参加者はのべ590人(内ボランティア135人)と盛況でした0

2.協力会･暮金箱について

●　協力会は前年よ｡ 172,300円減少の5,272,600円､募金箱は前年より202,361円増加
の1,596,371円でした｡

募金箱置いてくれるところもっと増やしたいですねo　それと時々顔を出すことが大切

だそうです｡

3.ビアポー寺ン利用権取l膿み

7/21(金)～8/10(木)に予定しています｡

会　場　大通5丁目サントリービアガーデン　ここは昼12時からやっています｡

利用権　一枚500円で販売期間は6月中旬より7月未｡

座席予約が可能(屋根の付いた席等の指定も出来ます)0

ビアガーデン期間終了後に『かにっこ』チェーン店で使用可能｡

残券は清算時に返券o団休への還元10%です｡暑さにも影響されますが,飲む人も飲

めない人も(クーロン茶もある)大いに利用して! !

4.花火の取IJtL計について

価格及び還元金は昨年同様です｡
ジャンボセット2,5CK)円､銀河セット1,5(氾円､ちょうちんセット5(氾円の3種で合

計金額5,000円以下は送料400円かかりますが､ 5,001円以上は難病連が負担となる

●　ので､なるべく取りまとめての注文がお魚注文受付6月下旬から7月迄で注文は難
病連事務局にお電話を下さい｡

5. JlサイJllLショ11隅澱について

6/10 Elオープンo場所はスカイコーポラスで通年営業n衣類､家具､木等で委託はし

ませんo利益が出れば通所者に給料を払えますQ　やってみたいと積極的な人も多く期

待されます0

6.微の手JIティーIttrlについて

これはフリーマーケットとして土日開催とし､各部会の出店を出し利益の一部を出店

料として難病連に払いますo　あすなろも皆でユニークな出店を考えてみましょうo食

物も出して難連センター秋祭りとして楽しもうと盛り上りました0

7.藷賃金活齢取LJ組みについて

①　気ガス削減触媒(ミラクルチェンジ)

車のエアクリーナーボックス内のフィルターの下に置くだけで地球空気環境に
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貢献しますo

②　イエスそうご電器の電気製品販売

難病連機関紙に同封されましたが､電気製品購入の際はそうご電潜で直接買わ

ず発病連を通して下さいo購入者も割引を受けられ(5%)部会､支都にも還

元されますo

(参　ユニバーサル型(バリアフリー型)自動販売機普及活動

④　海外旅行､海外視察プラン事業等

⑤　タイアップ･サポート企業の募集

等について話し合いました｡

義務感や大変な思いでやっていては長続きしないDやはり楽しくなければという意見が

多く禁しみ､且つ創意工夫をこらし力を合わせてやって行きましょう｡と委員会を終り

ましたo

{遜}

1誓':=aJ';:言議定㌃.:_I

ラップをし､ t子レンジで6分加魚する｡

少し冷めたら手で食べやすくさいて､

そのfま嘉し汁に兼けてあく｡

2孟芸7%ulI!+芋三富た若君LEりi=TLTT

ざ引こあげる｡三つ葉はさっとゆでて長さ

3cmに切る｡

3主計漂諾誓㌫ざンク

4誓書を完,#iSqあえて器に凱

-3-　○
●エネルギー/225kcd +たんLf( T/18.1g

●力JL･シr)A/55mg ●4分/1,7g

●Jfr/12139 +コレステl= -ル/63nq

棉(4人分)

由蔓延)
●鶏C軸朴･- ･ ･ ･大1枚(300g)

●プレーンヨーグルト-･･ 1(喝

●頚･日日---･･-･大さじ2

●ごぼう･--･･-1本(150g)

●三つ事･-･=･. ･･･-Il東

(ドレッシング)

[:きま嘉で..T.'.-.':慧…uJ

●
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@,-I:-写諺よう-_廟L肇
今年4月から施行された介護脚;､私を含め知っているようでよく分からない方

が多かったので､この制度の仕組みを調べてみることにしましたやはり棚細り対策だの

例外措置だのと調べるほど複雑な事になってきたので､ここでは基軸勺な制度についてだけ記

したいと思いますo

◆介藻保鼓の加入と負担

介護楓晩とは4 0歳以上の人全てが被保険者伽入着)となって保険料を負担し､介護が

必要と認定されたときに､費用の1割を支払って介護サービスを利用する仕組みになってい

ます｡ (外国人の方も一定の在留期間により被脱喚者になることが出来るそうですo)

被牌喚者には2種類あって､ 6 5歳以上の人をr第1号被掬喚者｣と割､､ 4 0歳以上6

4歳以下の人を｢第2号被保険者｣と呼びますo

●　そしてそれぞれ保険料の負担のしかたが違いますので表1蹄しまiTo

表1　保険料の決め方と納め方

加入者種別 ��c�ﾘiNﾙ]ｸｫx�"�第2号被掬染着 鼎�ﾜ闌�｢�
(65歳以上) 茶C�ﾜ闌��3cHﾜ闌�｢��

ビスのヰ供 �顋��+�Di.�-ﾈ+ﾘ,ﾙwh辷�+�Di.�+2�2の15種の特定疾病の人は受けること 派*�.ｨ-ﾈ+�/��

た人は受けることが出来ます �7頽��-ﾈ+r�

利用料の負担 �7(5丑��,ﾃ��5ﾘ/�X�%2�-ビス費用の1音りを負担 辻�

･決め方 僖鶫���,ﾉD霎�.(ｸｹu鶇馼ｼi9�,ﾂ�･蜘康保険に加入 �-�.儺ｹwh,ﾒ�

得の合計などにより5段階の保挨 兢ｹZ兒8ｸｨ+�呵+h,H腰,�.�-ﾈ+r�りません l 

(表3)が決められる 唸ﾙ�j�9)�_�ﾊ�,��?ﾂ�]ｸﾊ��7i;�,�,x,��+h,H腰,�.�-ﾈ+r�

め方 �.逢｢吋隗｣�永ﾈ冷���8,ﾉD霎��･職場の睡康保険に加入 ��

受けている人は､年金から天引き ��?ﾈ+X,H*(.�9|9]ｸﾊ�,ﾈ8ｸ�ｸ8ｸ,YEｸ.��

れます(年6回) 壷H�ｨﾊ��,ﾉKﾉZｨ,ﾘ馼ｼh皦*ｩX�%2�

記一定板未満の人は､触11に納付 坪5Cs��ｨ��98,ﾈﾜ�,�,yNﾙWﾙwｸ�)Zｨ,ﾘﾌ)¥｢�,僞ｸ-�.儺ｹwh,ﾘ*�.�-ﾈ+�/��

による支払(口座振替など)で 唸ﾙ�j�(ﾔ饐ｸﾊ�,��?ﾂ�

めます(牢10回) ��)��+(,h,��)��皦*ｩEｸ-�.��ﾙ]ｸﾊ��,ﾉKﾉZｨ,ﾘﾏiN�,YX�%2�

1) 坪ﾜ�,�,x,ﾉ�)��什Zｨ.��)��皦,僞ｸ-�,B�.�.x*B�

補1)老齢福祉年金､障害(基礎､厚生)年金､遺族年金､寡婦年金などからは保険料の天引きは行なわれ

ませんので､個別に納めることにまりますo

表2　6 4歳以下で介護サービスの対象となる特定疾病



段階 ����ｸ�"�保険料 設定方法 僖隗ｩGiZ��12年度 年額保険料 姪�9D�7��自D饉ｹ_�ﾊ���

第1段階 �;ｨ,ﾈ�ｸｸ�*I�~餾�9D霎�,ﾈ�8ｸｸ�(,R��)���8醜*ｨ�9j��Yy9�X,ﾉ�ﾂ�基軸xO.5 ��ン��冷�47CK)円 ��C���冷�

第2牒 ��)���8醜*ｨ�9j�i�X,ﾉ�ﾂ�基輔×0.75 �#�3�+����71(0円 �#�$4���

第3段階 冏ｹ�ﾈ*ｨ�9j��YO�攣�X,ﾉ�ﾂ�墓相×1.0 �3ss��冷�94W円 �#�#��冷�

第4牌 冏ｹ�ﾈ,倡9j��X*ｨﾊｨﾋｸ+8.ｨ,H*(,JHﾘx尸Gh7��#S�iﾈ鈴j)i�,ﾉ�ﾂ�基棚×1ー25 鼎s�4笘冷�11800円 �3V�H冷�

第5牌 冏ｹ�ﾈ,倡8�抓��X+8.ｨ,H*(,JHﾘxﾇh�;�*｢�#S�iﾈ苓決�8,ﾉ�ﾂ�基軸×1_5 倚"���14100円 滴�冷�

保険料の徴収時期
･第1号被蝋染着(65歳以上)の人は､平成12年10月から徴収が開始されます｡

また保険料の額は平成12年10月～平成13年9月までの1年間は本来の半額となり､

平成13年10月から本来の金額が徴収されます｡

本来の保険料を徴収

本来の保険料の1/2を徴収

平成12年4月 平戒12年10月　　　　　　　　　　　　　　平成13年10月

･第2号被侃険者(40歳以上64歳以f)の人は､平成12年4月から徴収が開始されま+o

◆介護計画と利用樫

では次に実際の介護サービスの内容について見ていきたいと思います｡

まず介護サービスを受けるには､介護供灸の認定を受け自分の要介護度を決める必要があ

りますっそれには以下のような手続きを踏まなければなりません｡

獲たきりや痴呆になって介護が必要になった

要介護評定の申請と更新

介掛ビスを利用Tるには､

まず要介諌評定の申請が必要ですd

申請は本人､家族のほかケアマネー

ジャーも代行できます｡

また県別6ヶ月毎に更新申請の手続

きが必卓となりますg

●

●



薗盃≡国
市の職員または(財)札挽市在宅福祉サービス協会

の職員が群査員として家産や瀞に伺います一

食車や入浴､日常生活抑こ肝する85項目の調査

を行い､主治医からも意見書を求めます,

●

軒勲醜
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに､保

険･医療･福祉乃軒可家与名で構成する欄

定審査会｣介護の必要性の有無､程度などについ

て審査します｡ (音脚ま卵です)

匝定結果通軸

申請から1ヶ月以内に認定結果を通知します.

(｢要支援｣, ｢要介護1 -5｣の6段階で連打)

｢介護悪定辞査会｣に異議申立て行う事も出来ます

介護サービス計耐ケアプラ頑
｢要支援｣､ ｢要介護1～Sjに鋲当した人は､ケアマ

ネージャ-が利用者にあわせたケアプランを作成

します｡

上記のように介護認定審査会で決定される介護度には､ ｢要支援｣ (軽)､ ｢要介護1｣ ～

r要介護5｣ (塞)の6段階あり､この階級によって利用限度額が決まり介護計画が決まっ

て行きます｡要介護変による利用限度敬には､在宅介護と施設介護の2通りあり､それぞれ

表4と表5のようになっています｡

表4　在宅サービスの月額支給限変額と利用者負担額

要介護度区分 ��サ-ビス着用の 支給限定顔 凉駅��)X�%2��)w�,ﾃ�D��

要支援 ��6万1500円 田�S�冷�

(要社会的支援) ��8*ｨ.�,ﾈ辷*h/�Tｹwh,h+x.紐���

要介諌1 竸�ﾗ8.){ﾉ�ｸ,Yzx,�,H*(.x.ｨ.�+ﾘ-�,�ﾘ.x*�,ﾈ辷*h/�Tｹwh,h+r�16万5800円 ��iﾃcS��玲ﾂ�

(部分介静 �.愉k),X.)�磯h,ﾚH齷Zｨ自�ﾈ,X�x�.���

要介護2 僭)�.)�磯h,�ﾘ.x*�,ﾈ櫁�/�Tｹwh,h+x.�+�,h*ｨ*�.芥ｭHｮHﾗ2�19万4800円 ��iﾃ鼎��冷�

(qEA) �:�.)yﾘ��,ﾉ.�岑*ｨ-ﾘ.x.ｨ.��ｲ�

要介護3 ��x,ﾈ��.�,ﾉ�)�(*ｨ齷Zｨ自�ﾈ,X,X*ｸ,�*(�ｸ昆:�,ﾉ:鞐ﾈ*ｨ齷Zｨ,R�26万7500円 �)iﾃcsS�冷�

(中専麗) �,X*ｸ,�*(+�,h*ｨ*�.皆廿�x7韭兒ｨ自�ﾈ,X�x�,�*(,"�

要介護4 �ｩ:�,ﾉ:鞐ﾈ*ｨ齷Zｨ自�ﾈ,X,ﾘ�x�+胤)8ﾙ�(*ｨ-�,h/�,x�x�,�*$B�30万60W円 �9iﾃc��冷�
LJLrD ��ﾘ*ﾘ,ﾈｭI&hﾇh.)�9Lｩ4�,謁ﾘ��,ﾉ.�岑*ｨ-ﾘ.x.ｨ.薬�

要介護5 俣�ｹ�(.)�磯h*ｨ-�,h/�,x�x�+る�ﾘ*ﾘ,ﾅ�cux,謁ﾒ�35万8300円 �9iﾃS�3�冷�

脚 弌�,ﾉ.�岑*ｨ-ﾘ.x.ｨ.��ｲ�
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捕)支給限度額とは:こちらが貰う金額ではなく､架空の手持ち金で､この金額で1ケ月

間サービスを買うことが出来る金額で九

(またこの金額は標準額で､地域により加算分があるそうです>)

利用者負担とは: 1ケ月に掛かった金額(支給限度辞内)の1割が自己負担になるの

で､実費として利用者が実際に払う金額です;

表5　施設サービスの月額利用者負担額

特称康謙老人ホーム 刔i�ﾉ]ｹ�x郢�ﾒ�療兼型病床群など 

平均的な兼用 �33万円 �3iiﾃC��冷�44万2000円 

利用者負担 凉駅��)X�%2���､ﾂ��2万7200円 �)iﾃ田�冷�3万7800円 食費 冩�)iﾃ2�L8冷�約2万洲)円 �7ﾈ�ｳ)iﾈ�冷�

合計 冩�Yiﾈ冷�約5万3㈱円 冩�iiﾈ冷�

棉)施艶入居者は,介護サービス費用の1割のほかに､食事代を負担する必要があります｡

食弁の例外据置として,住民税世帯非課税者は1日50円.老ポ福祉年金免除者などは1日300円に観

介護サービスの負担上限額が決められていて､利用者が払う月額の負担金が表6の金額を

超えた教会は､負担しなくてもよいという決まりがあります｡これを高額介頚費と言い利用

者はこの負担上限額以上の支払を行わなくてもよいという事です｡

表6　介護サ表6介護サービスの月額月額負担上限額 
-掛り用者 偖ｩj��YO�攣�Y�)���老齢宇宙旺牢金受籍者 

介護サービス費の上限U]額) (在宅/施設サービス共) �9iﾃs#��冷�-2万4600円 ��iﾃT4蛯���

食事負担額(760円/1ElX30日) (施設サービス利用時) �)iﾃ(ﾌ｢���1万5000円 ��ｨ��冷�

月頼　額負担

月額の介護サービス金額が決まれば､次にその金坂の中でどのようなケアを行っていくか

という､月間の介護スケジュールを作る作業になります｡このスケジュールを作る人が｢ケ

アマネージャー｣ (介護支援専門員)と呼t執る人達です｡介護を受ける人に最適で納得の

いく介護計画を作るために何通りもの計画を立案しよく検討するのが大切で九そして幾通

りものプランを作ってもらっても費用はかかりません｡ですから作ってもらう相手に申し訳

ないと思って､妥協して決めてはいけません｡何故なら納得の行く介護計画を作る事がケア

マネージャーの任斉であり､その分の費用はちゃんと入ってくるからです｡

また介護計画は自分で作りたいという人もいるかと思います｡ケアマネージャーを通さず

に作った勢合は､その費用の1割を本人が負担仙ゴよいという事ですが､ただしその全額

を一旦支払い､後で9割分の金額が返ってくる(償還払い)仕組みになっています｡

ではケアマネージャーに立案してもらう介護計画の内容はどうなっているのでしょうカも

表7にその在宅介護給付費の内訳(いわゆる料金劫を載せていますD利用される方の限度

額内に収まり､かつ最もその人に適したメニューをこの中から選ぶわけで丸

-7-
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表7在宅介護給付費の報酬単価 

費用内訳 傀ｩwh鳧ｭB�
30分未満l30分以上1脚 剴�鳧ｭH決�2�

訪問介護費 i ��y�ﾈ櫁ﾎﾈ*ｩ(i�8,ﾈ�ｨﾘr�2100円一4020円 �1時間30分未満5840円 30分骨ナ毎に2190円加麻 

家事援助が中心の簸合 ��1530円 ��鳧ｭC3�Zｩj)i�###�冷�T�ｩjﾈ+�ャ�苓��蠅�

身体介護､家事援助がそれぞ ��2780円 ��鳧ｭC3�Zｩj)i紊�3�冷�

れ同程度行われる 劔YIZｩ�ﾘ+yh�,��S��苓��蠅�

訪問看護費 倡y.映渥HｬXﾎﾈ5�6�4X8�98,ﾉwXﾘr�4250円 塔2����1時間3)分乗稀11980円 

病院または診療所の象合 �3C3�冷�5500円 ��鳧ｭC3�Zｩj)i繝CS�冷�

訪問入浴介護者 ��12500円 

訪問rJハヒ◆1)テヰ∃ン着 �� 

居宅療養管理指導 �8踪-ﾈ+ﾘ,ﾘ餽怦�8踪*ｨﾗ8*Hｸ��驂9wｹ�ｹnﾈ酲;�N�｢涛C��冷�

辛 ��ｨﾘr�居宅簾菱管理指斗井(II)5100円 

薬剤師が行う場合 鉄S��冷�

管理栄養士が行う場合 鉄3��冷�

歯科衛生士が行うj倉合 鉄���冷�

費用内訳 �顋I>�vR�要介護度 傀ｩwh鳧ｭB�3時間以上4時間以上 -4時間兼帯6時間未満 �6時間以上 8時間未満 

適所介護費 I �%�<hﾅ�4ｸ�櫁ﾎﾉN��要支援 �33#�冷�4740円 田cC�冷�

要介護1-3 �3�3�冷�5470円 都cc�冷�

要介護4-5 鉄�C�冷�7340円 ���#��冷�

併設型適所介護費 冽h辷腕�2800円 釘�ｘ冷�5600円 

要介護1-3 �33��冷�4730円 田c#�苓�｢�

要介毒筆4-5 鼎c#�冷�6600円 涛#C�冷�

痴呆専用単独型退所介護費 冽h辷腕�4430円 田33�冷�8860円 

要介護1-3 鉄���冷�7300円 ���##�g�ﾂ�

要介護4-5 田ピ�冷�9810円 ��3s3�冷�

痴呆専用併設型適所介護費 冽h辷腕�3730円 鉄33�冷�7460円 

要介護1-3 鼎C��冷�6300円 塔�#��ﾂ�

要介護4-5 田�c�冷�8800円 ��#3#�冷�

適所リハビリテ ーション費 ��ｩ4ｸ�8ｨ6�7�示x6x5h8�98耳ﾊ8uB��ﾙ,ｨ�ﾘ,ﾉxｩ%�,ﾈ�9|8ｬ�ｲ�要支援 �33��冷�4!XX)円 田c��冷�

要介護1-3 �3ピ�冷�5750円 都sC�冷�

要介護4-5 鉄3#�冷�7890円 ���c3�冷�

-小規模診療所 冽h辷腕�3:ー30円 鼎���冷�6650円 
要介雲集1-3 �3富冷�5620円7790円 

要介護4-5 鉄3S�冷�7720円 ���s��冷�

通所11′､ヒ一リトンヨン発くhI) -介護老人牌窟設 冽h辷腕�3240円 鼎c3�冷�6480円 

要介意筆1-3 �3s��冷�5420円 都S��冷�

要介護4-5 鉄#��冷�7740円 ���C��冷�
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◆介手保吸と酵害者福祉制度の関係

まず4 0歳以上で表8の入所者以外全てが

介護侃験の被風険者となります｡ (加入の義務)

そして6 5歳以上の障害者と､ 4 0歳以上､

6 4歳までの特定疾患病者(上記表2)の受け

られるサービスは､介護保険の給付か現行の福

祉制度のどちらかが適用されます｡ (鮒の選択)

ホーム-ルパーも原則として介護

保険からとなりますが､同じ介護保

険の-ルプでも障害者特有のサービ

スに必要な部分は､障害者福祉から

のサービスが併用となります｡ (表9

障害者のホーム-ルパーの利用)

デイサービスやショートステイも､

基本的に同じで九たとえば給食等

と一体化している社会適応訓練や創

作活動などのデイサービスでは､介

護保険の給付に加えて､障害者固有

表8　介護保険被保演者対象外入所施設

のサービスは福祉施策からとなりま

す｡

表9　障害者ホームへ′1,/i-の一部負担表

利用者世帯の階電区分 剽�p者負担 
1時間当たり ��ｹn����9h+ﾘ.��

生活保護を受けている世帯 �0円 ��冷�

(単給世帯を含む) 

生計中心者が前年所得税非課税世帯 �0円 ��冷�

坐 lO �(i�8�(,ﾉ��顏ｩ;�����Y�9L(*｢����闌�ｨ,ﾉ�)���250円 �#��冷�

生計中心者の前年所得税殊税年親が �4CO円 �3S�冷�

10,001円以上30,00円以下の世帯 

生計中心者の前年所得税柵; �650円 鉄S�冷�

30,CO1円以上80.(X沿円以下の世帯 

生計中心者の前年所得榊ミ �860円 都��冷�

BO.001円以上140,CKX)円以下の世帯 

生計中JL者の前年所得税課税年額が �950円 都S�冷�

140,001円以上の世帯 
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貸与(レンタル) 嫡It����6I:篳櫁�w�,�,r��

②車椅子付jL晶(クッション.奄軌補助装置など) 
の1秒言自己負担 �)<�鉀���B�7�6(6ｒ�

症)特殊寝台付属品(マットレス,サイドレールなど) 

(参じよくそう(床射し)予防用具(空気マットなど) 

⑥拝位変換器(エアマットの一種など) 

⑦手すり(トイレ用や平行棒など) 

⑧スロ-プ(段差解消用など) 

⑨歩行器 

⑩歩行補助つえ 

⑪痴呆性老人召師棚(塵外-出るときにセンサーで感知し通報する撫器) 

⑩移動用リフト(入浴に利用するものなど) 

Pt入 宙ｧﾈ*�hﾜ��7ﾈ�ｸ5�7X8ｸ6x488ﾈ,�,r��
10万円以内 ��<�鉀D�ｮﾒ吋�*ｨ齷:�4�,亶ｨ処+8.ｨ.�.�,ﾂ��

(参入柵用具(祢子､手すり､すの二など) 

④肝易榊(空気式.折りIみ式など) 

(萱)移動用リフトのつり具の部分 

以上簡単ではありますが､介護保険について調べてみました0 I碑にもお金のかかる世の

中で､だんだん気が鼠入ってきますが､なんとか障害者､高齢者にやさしい国になってもら

いたいもの耽　これからも色々な制度について調べていきたいと思いますので､リクエス

トや質問､ご意見をお待ちしています｡

(執筆紺野)

● ド-義-1~蒜&一蒜蒜~-r-<-;;A-:&完蒜:-Ll9-4-.-LI6-;:-a"--I----"｢
__一一_____I__ll.____________I_-～-_Ill-ll--.J---I-lA-I------･q----一一I1-I--I--1

◆お知らせ◆ 

日時:2∝0年7月21日(金)10:00～l7:(氾/7月22日(二olo:00-16:00 

場所:札幌プリンスホテル国際館パミール 

来て､見て.わかる介榊.福祉サービス"ささえ愛フェア~PI催! 

介詐事業者､福融団体が集まり.それぞれのサービス.什報を紹介する発見と行動の2日間! 

介護事業者.福祉団休がご質問.ご相談にお応えします○ 

訪問調査-要介護認定一介謙サービス計画-サービスの開始までをr介護ミニ舶｣として上瓦 

その他弦楽四重奏演奏,手工芸晶の展示販売､ゲ-ム､大道芸などお楽しみ企画盛りだくさん, 



福祉フェアに行ってきました
今年4月から介護保険制度が導入され､日本の福祉制度にとっての大きな転換期に

なると思われます,そして｢高齢者の世紀｣と言われる2 1世紀に向けて､今人々の

関心が一斉に｢福祉｣に向いているこのような時期に､ 5月19日～5月21日の3

日間､アクセスサッポロにて｢いきいき福祉さっぽろ2000｣というイベントが催

されましたD今回はこの最終日に行って見てきましたので､その様子を少しお伝えし

よう~と思います｡

誓E'■=l 
-いま求められる介壇と橿祉義務- 

会場案内図.催事スケジュール■ 

ここからはじまる､ 
人にやさしい福祉の未来. 

■pJL■ 都.I ,寺 Lt.I.Ll_ 

1会期/平成12年5月ー9Ej(孟)～21日(El)10:00-18:00 

■会場/アクセスサツポE)(札脈白石区完述センター4Tfj3-55TELOl一一861.2DOO) 
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会場は､最終日の日曜ということもあってか､大変来場者が多く盛況でした｡

そんな中､車椅子に乗られた障害者の方や､学生(たぶん介護支援専門員を目指して
いる福祉科の方)の姿が目立ちました｡

私も車椅子に乗っていたせいか､よく車椅子機器の営業の方から声をかけられまし

た.各メーカー色々な工夫を凝らした車椅子が展示されていましたが､中でも電動車

椅子がコンパクトになってきたなアという印象を受けました｡普通の車椅子に後付けす

るタイプや､介助する場合はバッテリーなど放り外せるものなど､機会の部分がとて

も小さくなっていましたQ

またアイデアコーナーでは､介護支援の現場で考えられたアイデア介助用品が多く

出展されていましたが､その中の神奈川県のコーナーで､ ｢ホルダー付き筆記用具｣な

るペンをみつけましたo　これは手に固定するマジックテープにクリップが付いていて

これにペンを挟むだけの簡単な構造なのですが､ペンをスプーンに替えてもよい訳で

指の不自由な人には便利かなと見ていましたoするとここの係りの方が｢もし良けれ

● -~tu'∴｣,I.s㍊･..･ ･ここ::昌.,;:.:..≡.∴.I ∴:I..I-r一言:.I: :':I:I :

のでしょうか｡北海道には北海道の福祉団体があるはずなのに-
r電話でのやり取りになりますが､電話して下されば無料で作りますojと､名詞を下

さいました｡

『社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会』の課長さんでした｡

負けた!

という事で｢ホルダー付き筆記用具｣に関わらず､色々相談に乗りますとのことな

ので､相談したい方は名詞を頂いておりますのでこちらまで連絡下さい｡

●
今回福祉フェアで一番見たかったのは介助犬のふれあいコーナーだったのですo

人間を介助する犬の種類は｢盲導犬｣､ ｢聴導犬｣､ ｢介助犬｣､ ｢CAPP｣があります｡

◆盲導犬,･･現在公的に認められた唯一の犬で､北海道では｢財団法人北海道盲導犬

協会｣が運営していますoよって財源は国からの補助と一般の寄付及び

事業収入で成り立っていますQ

公的に認められた犬なので､公共機関､レストラン等に入ることが出来

ますo　現在活動している盲導犬は全国で9 8頭だそうですo

◆聴導犬･･･聴導犬は聴覚障害者の介助をする犬です｡家の中での電話の音や赤ちゃ

んの泣き声など音の発生渡までご主人を導いて知らせたり､屋外では､

後ろから来た自転車を知らせたりします｡
デモンストレーションでは､電話､目覚まし時計､赤ちゃん(人形)と実

際の行動を披露しましたが､驚いたのは赤ちゃん泣き声を知らせる時で､
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赤ちゃんだけには飛び乗ってここだよと知らせるのではなく､ベットの

下でご主人の来るのを待っていた事ですo

聴導犬は国で認めれらていないとのことでその全てを寄付金でまかな

っているそうですDそしてスーパーやレストランにも入れず､公共機関

にも乗れませんo　現在1 0頭足らずが頑張っているそうです｡

◆介助犬　-介助犬は文字どおり障害者の介助をする犬です｡障害者の介助をする釈

ですからやる事は山ほど有ります｡新聞､郵便物を持ってくる事から､

落とした1 0円玉を拾う事まで､約6 0の吉葉を理解して行動するそう

です.介助犬も聴導犬と同じく公的に認められていませんdボランティ

アと寄付金で運営されています｡

アメリカでは20年以上の歴史と1 000頭を超す介助犬が活躍し

ています｡日本では1 9 9 2年に最初の民間団体が誕生ました｡

◆CAP P･.I CAP PとはCompanionAnimalPartner8hipProgramの略で､ ｢人

と動物のふれあい運動｣を意味し､お年寄りや児童､心身に障害を持っ

た人に対し精神的ケア及びリ-ビリテ-ションの手助けをする動物を

指します｡よって犬に限らず猫や鳥､ウサギなども含まれます｡
主な活動は､訪問活動で医師とボランティアが協力して動物を各種福祉

施設に連れて行き､ふれあいの場を設けるのです｡
1 9 8 6年に獣医師の集まりから出発し､現在参加獣医師8700名､ボ

ランティア33000名.訪問施設延べ2000回以上ということです｡

以上4種の大連が､それぞれ得意のデモンストレーションを行い､その優秀さを披

露してくれました｡今の人間よりよっぽど利口で安心できますC

でも残念な事に､聴導犬と介助犬は北海道にはいないそうですo　よって今回､日本で

初めて飛行機の客室に同乗して北海道にやって来たそうです｡ (許可した航空会社は

JASさんだそうですo JASさんエライ! !)

それぞれの団体は､もっと広くこれらの活動を知って貨おうと寄付金の中でやりくり

して､全国のイベントにおじやましているとの事で､彼等の熱意には頭が下がりますo

普段は触ったり声をかけたりしてはいけない大連ですが､特別に今回は全部の大連

がステージから降りて､客席の人達と自由にふれあう機会がありました｡

介助犬がほしかった私は､兵庫県から車椅子で介助犬と一緒に来道した木村さんとい

う方とお話する事が出来ましたb木村さんは事故で下半身不随となり､また両手指も

麻痩しているとの事で､愛犬(名前はシンシア)の存在で助けられたと言う事ですQ

この愛犬のことを綴った｢シンシア日記｣という本を出版したそうです｡

またホームページも運営されていているので､介助犬に興味のある方は下記のアドレ
スにアクセスしてみて下さいo

" httT) : //village - infow eb ･ ne j D/～Cynthia/''

この時にメールの交換をしたのですが､なんと5月2 3日に木村さんからメールが届

きましたoホームページを見ると色々な活動をされていて忙しそうなのに､ (住友生命

のCMに松嶋奈々子さんのナレーションで､シンシアと伴に出演していますb見まし

た?)わざわざメールを下さり感激していますC

盲導犬はじめこれらの犬達は､多くの人と時間をかけてやっと1頭が障害者の元に
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送り出され､その費用は1頭3 00万円以上にもなるとの事です｡そしてこの費用の

殆どは寄付金でまかなわれているそうですo　どうか国は一日も早くこれら団体を詠め

公的援助の対象とし､また私達も一人でも多くの方が理解して下さるよう働きかけ､

その輪が広がる事を望まずにはいられませんo

ヒヨYoshrtomo KllWa

と∋ Yodlitomo KirnLXa

LヨYosh托OrTD KirrtJra

FWシンシアa)CMの放送暗闇

シンシアのC Mの放送暗闇

RE.I rいきいき福祉さ戯0

芳萱草道程麗遮風琴キン的グふ楓敬重｣で始｡Lt甜

●
紺野さん

rワーキングドッグふれあい教室｣へ来て頂きありがとうございました｡

無事､北沌連か引掃ってきました｡
儀とシンシアはさ加)ての北海道です｡ 2-3日前まで､札幌は天候が悪く､乳1と
l苛いていたのですが､当E]は天候も長く哩かくて長かったです｡
シンシア同伴a)飛行機(JAB)搭東は事加)てでしたが､往ほとも全く同講なく､乗
ほとんどの人はシンシアに気づいていないくらいだと思います｡
｢#着陸の福助｣と｢気圧a)変化｣を一事心配していたのですが､すこし首をかしげ

伸がたくさんしたくらいで､全く聞きありませんでした｡
過密スケジュールのため､北海道を頼光することができなくて少し汚念でした｡
宿泊したヒルトンホテル小樽の周辺を散策したa)と､卓で時計台やテレビ塔の近辺を案内
してもらっただけです｡
今度行く時は､連Uで行きたいです｡
今回のことをきっかけに､鉄道会社も､舶:空会社のように､ ｢アカデミーの試験に合格し
ていれば､試乗チェックを省略する｣などa)処置で､審査をf匂薫化して｢鉄道姐的｣を改
訂して(れれは_良い0)ですが目.
詳しい状況は分かりませんが､紺野さんも､手足がこ不自由なので､介助犬と生活して頂
けたらと思っています｡
でも､介助犬にも色々と課5がある0)T･､介助犬の現状を理解された上で検討していただ
ければと思います｡
ます､ ｢El本介助犬アカデミー｣や｢シンシアtj記｣などのHPをご覧になって下さい｡
何か分からないことなどがあれは､連絡して下さい｡

これからも､よろし(お屑いします｡

･･=:-_Sf:=:A-
こl

介助犬協会
SuppLTrt Dr,g AssoCii)tll)n



-おわりに一

会場では多くの福祉機器が展示されており､そのいくつかに実際に乗ったり動かし

たりして見ましたが､やはり与える側が(健常者がこちらを想像して)､ ｢こんなもん

だろう｣というスタンスで作られている印象を多々受け大変残念でしたC

今の介護の対象が障害者介護ではなく､高齢者介護を指しており､その延長線上に障

害者がいると-く(りに考えているためではないでしょうかQ

どの作品もすぼらしいものですが､そのどれもがあと一歩という感じでくその一歩の

為に障害者が苦しんでいるのに)､この一歩を埋めるために作り手はもちろん､こちら

側からも､もっと積極的に近づくべきだと改めて患いましたDその架け橋をするのが

行政であるべきなんですが-

最後に､車椅子製作で有名なrN i CK｣で､とてもカッコいい車椅子が置いてあ

りましたo形もさることながら重量も通常の車椅子より2Kgほど軽くなっているそ

うですoそこの営業の方(この人は車椅子に乗っている障害者の方です)が一言､ ｢こ

の2Kgが障害者にとって大変なんだよね｣

(執筆紺野)

-1 6-
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◆養鶏道義轟連の遭曹協力会にこ加入下さい.

年額一個人1口2､000円/法人1口10､000円です｡

振込用紋は北海道発達センターlF窓口に置いてあります｡

加入して頂いた方には､機関誌｢なんれん｣をお届けします｡

◆傭人●加霊鋼JL雷の会｢あすなろ会J十Jl地区麟貴会

この度､個人参加難病患者の会｢あすなろ会｣が､十勝地区において初めて

講演会を開催する事となりました.医療ソーシャルワーカーを講師に迎えて､

豊かな療養生活を送るために患者をとりまく福祉制度などについて､お話をし

て頂く予定です｡是非参加下さいますようご案内申し上げます0

日　程

名称:個人参加発病患者の会rあすなろ会J十勝地区謙演会

主催:個人参加難病患者の会rあすなろ会｣

共催:財団法人北海道難病連

財団法人北海道難柄連十勝支部

日時･2000年6月24日(土)

午後1時30分　～　午後3時30分迄(受付午後1時より)

会場:とかちプラザ　4F402号室

帯広市西4粂南1 3丁目　　TA O155122･7890

<テーマ･講師>

r困っていませんか?療養生活｣

一息者をとりまく制度のいろいろ-

十勝勤労者医療協会帯広病院

相談墓　跡辺　裕行さん

<問い合せ先> (財)北海道#病連十勝支部　血0155123･6602

-16-



◆交流会(レクリエーション)

『がんばれ難病患者日本一周激励マラソン』にカメラマンとして同行した
安部重宣さんの写真展が札幌ファクトリーで開催されます｡

押催期間: 7月19日(水)～7月23日(日)

この期間の最終日(7月2 3日)に交流会を開きたいと思います｡

写真展を戟たあと時間がある方､お茶でも飲みながらお話しませんか?

集合時間.2000年7月23日(日)午雀1時

場所:札塊ファクトリーレンガせ3F

札幌市写真ライブラリー前

I交丑社印
●地下k/東西披｢バスセンター前｣部下事. 8番出口J:り徒歩5分

+市苫Jてス/ファクトリー接｢ファクトリー前｣下車

●J R/札棚より徒歩1 2分

J七草書のご井内
4卿垂

■EFI. ■書に.Fウ

せてmきまT.
ZStり臥一が多少tなOfす.事R:､イベントqTについては対一列と壬

# I 7COt℡書の大聖牡】■■Q先IしてZ!り事す.

SAPPORO

fヨJ:ttコTl a
〒060-0032　fL塀市中央区北2集棄4丁目　(Ol l )20715000

【http //www sat)POrOイactory co JPJ

-1 7--
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◆第2 7烏　鷺貞患者･隷書書t雷族の全道集会h蚤艦

◇日　程　2∝氾年8月5日(土)道内各地からパスにてホテルに(5-6ホテル)

1

函館国際ホテルで歓迎レセプション
2000年8月6日(日)午前126分科会

(あすなろ会として事携局の方を招いて交流会を予定)

1

午後一総合福祉センターで全体集会

1

パスにて帰路-

※　オプショナルツアーの方は､バスで湯の川温泉へ｡

夕食の後函館山夜景観光. 8日(月)帰路-

◇宿泊料金一覧(税別)朝食尽き
人 ���ﾈ��ﾈｷR�2人林息 �9�ﾈ.ｩ%R�

150 ��BﾃS���13.500 ��"經���

70 辻�13,5(対 ��2蔟r�

120 ��Bﾃr��竰�14,2{拍 ��Bﾃ#���

120 辻�10,500 ���ﾃ����

60 辻�9十SCO 途餽ﾒ��

10 免ﾂ經���- 辻�

◇オプショナルツアー

曲の浜ホテル(税別･ 2*付き)

◇参加井用
■用 �(x4ﾂ�

1人6.00)円(予定) ��

6.00円 ��

*hEI* 冕).�� 

全件会(兵士) 塔��冷� 

バス内皇女.夕* 們���� 

妹パス為■地予定･札扶･稚内.旭川(美唄抜由) ･ N賂(音丈蓮由) ･宰■(r>内･書広は補祉パス)

◇参加申込み
･ 6月15日までに北海道#病連センタに申し込んで下さい｡

(休ZIなどによるキャンセルは出来ますが､途中からの申込みは出来ません｡)

･　ホテルは第-希望から第三希望迄を記入して下さい｡

同室希望はその旨を記入して下さい｡

申込み斗落後.捕井書を発行し,入金を稚懲後手加証をお届けします｡

◇聞合せは各缶会･支部事務局､または北海道難病連- 1L512･3233
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嘉義徽t ��

糧食〝降.>刑こエンジン全用でImlL等活Jbか嶋奮ってい手書. 弔�

との一義書軌暮鞭A〝遇うことMでt与と嶋u雌t.不慎九等からもスサ-ト ��

し書した机雷くの方々に三協伽l地lこ今年も〇月尊書亀行す巻■brZft書 

した. ��

atttLAl中.■義書at零せいただ空事した瞥儀に.心J=LlaT礼申し上げ書す. ��

亡霊JLこ雷鑓専あ■捧したら.杵Aの方書でat零せくだ士い. ��

■*人dil人事加JE柄患者の会昭和48年1月13日第3稚郵便物fS可 

札携市中央区南4粂百10丁目Jt頼センター内(612.3233日岱K339 

発行人北海道身体叶害者団体定期刊行物払会細川久美子 

あすなろ95号(毎月1回10日発行)1泉100円(会且は全書に含まれる) 


