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社会福祉法人

ふきのとう

生活介護では、主に「内職・リサイクル・長岳
生活
介護では、主に「内職・リサイクル・長岳
寺のトイレ清掃」を行っています。

リサイクルでは集配先を回り、段ボールや新聞
紙を回収し、換金しています。集配先以外にも、
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内職では作業として部材として届いたものを組
み立てたり、袋入れ 作業をしています。細かい
み立てたり、袋入れの作業をしています。細かい

メンバーのご家族にもご協力いただいているので、
さらに充実した活動になっています。

編集責任者 樋川 統一

作業が出来るメンバーも出来ないメンバーもいま
すが、いろいろな作業の中でそれぞれが出来るこ

長岳寺のトイレ清掃は週に２回行っています。
長岳寺のトイ
レ清掃は週に２回行っています。
洗面台と便器磨き・床磨き・床の水切りなど、ど
洗面台と便器磨き・床磨き・床の水切りなど、ど

とを担当します。また、作業には納期が決まって
いるので、メンバーとスタッフが一致団結して納

れも大変体力を使います。春や秋には落ち葉が散
乱していたり、冬場には手がかじかんだりと、季
乱していたり、冬場には手がかじかんだり
と、季

期に間に合うよう取り組んでいます。皆、その日
にまか
まかされた作業に責任を持って行う中で、メン
された作業に責任を持って行う中で、メン

節によって大変なところがあります。
他にも、ふきのとうでは様々な活動があります
他にも、ふきのとうでは様々な活動があります

バー同士互いに得意な作業を補い合って助け合う
場面がよくみられるようになりました。

が、今後もメンバーの個々の能力を発揮できるよ
う考えていきたいと思っています。

ふきのとうのメンバーにインタービューしてみました！

①
②
③
④
⑤

内職では何が好きですか？
内職
何が好きですか？
ふきのとうのイベントで何が一番楽しみ？
ふきのとうのイベントで何が一番楽しみ
イベントで何が一番楽しみ？
好きな昼食のメニューは？
将来してみたい・興味があることは？
将来してみたい・興味があることは
好きなものは？

（生活介護）U..M さん
（生活介護
① 部品入れ
② クリスマス会
③ ご飯
④ 恋するフォーチュンクッキーを踊れるようになり
たい！
⑤ じゃがりこ
（生活介護）T.K
（生活介護
K さん
① 角形鉢の組み立て
② フライングディスク大会
③ めん類
め
④ 結婚
⑤ 音楽

松田
このたび、ふきのとうで働かせて頂く
このたび、ふきのとうで働
ふきのとうで働かせて頂くこと
ことにな
まさる

勝
まさる

きることがないかなあ
きることが
なあと、考えていたところ、
考えていたところ、

りました、松田 勝 です。今年で
です。今年で 42 歳の厄年で

ありがたいことに ふきのとうよりお誘いを受
ありがたいことにふきのとうより
ふきのとうより お誘いを受

すが、怪我や病気などせぬよう、一生懸命頑張
すが、怪我や病気などせぬよう、
怪我や病気などせぬよう、一生懸命頑張

け、３月 20 日より働かせていただくことにな
日より働かせていただくことにな

りたいと思います。自己紹介をさせて頂きます。 りました。好きな食べ物は、カレーライスとお
りたいと思います。自己紹介をさせて頂きます。
りました。好きな食べ物は、カレーライスとお
私は、天理市出身の男性です。高校卒業後は天
私は、天理市出身の男性です。高校卒業後は天

好み焼きです。嫌いな食べ物は特にありません。

理を離れて、遠く離れた地方にて生活していま
理を離れて、
遠く離れた地方にて生活していま

好きな季節は春です。メンバーさんの笑顔の手

した 数年前に故郷の天理に帰ってきて、奈良
した。数年前に故郷の天理に帰ってき
数年前に故郷の天理に帰ってきて、奈良

助けが出来るよう、努めていきたいと思います

市で働いていたのですが、なにか地元に貢献で
市で働いていたのですが、なにか地元に貢献で

ので、今後とも宜しくお願いいたします。
ので、今後とも宜しくお願いいたします。
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理事

ふきのとうが社会福祉法人に認可された当初
からお誘いを受けて理事をさせて貰っています。
それ以前から精神障害者家族会（天理こころの
会）に参加し、県の役員もさせてもらっていま
会）に参加し、県の役員もさせてもらっていま
す。今回は何か書くように依頼されましたので、
精神
精神障害者の分野の奈良県での運動の一端を紹
の分野の奈良県での運動の一端を紹
介させてもらいます。
「親の負担になると思って我慢していたけど、
これでやっと歯医者に行けます。
」
、
「民間の保険
に無理に入る必要がなくなりました。
」……こん
な喜びの声がつぎつぎと、まほろば会（奈良県
精神
精神障害者家族会連合会）事務局に寄せられ始
家族会連合会）事務局に寄せられ始
めたのは、一昨年１０月のこと。
ところで、＜福祉医療制度＞が、身体障害者
や知的障害者に対しては、何年も前から適用さ
や知的障害者に対しては、何年も前から適用さ
れているのに、ひとり精神障害者に対しては適

萩原

建雄

用されず、医療費
用されず、
医療費で重い負担を負わされてきま
で重い負担を負わされてきま
した
した。
事態が大きく動き始めたのは平成２６年１０
月から。奈良県が精神障害者医療費助成制度を
月から。奈良県が精神障害者医療費助成制度を
始めたのです。その内容は、精神
始めたのです。その内容は、
です。その内容は、精神障害者保健福
保健福
祉手帳１級、２級所持者の全診療科医療費につ
いて１レセプトにつき通院及び２週間以内の入
院：自己負担５００円／月、２週間以上の入院：
自己負担１，０００円／月、というものです。
自己負担１，０００円／月、というものです。
さらに、全２７町村が奈良県と時を同じくして
同内容、同適用対象の制度実施に踏み切りまし
た。
ところで上記の成果は、いわゆるたなぼたで
ところで上記の成果は、いわゆるたなぼたで
はありません。県や町村が自らおぜん立てして
私たちに与えてくれたものではないのです。
私たちに与えてくれたものではないのです。

＜精神障害者
障害者福祉医療制度実現への道のり＞
福祉医療制度実現への道のり＞
＊市町村キャラバン
市町村キャラバン 県内３９自治体及び県に対
し３回、１２市に対して１回の計４回実施。当事者、
家族、支援者延べ８３５名が行政の担当者に生活実
態を訴えた。また、１２市が「まずは１級から」と
態を訴えた。また、１２市が「まずは１級から」
た。また、１２市が「まずは１級から」
して２級除外の後ろ向きの姿勢を崩さなかったた
め、１２市の各市長と面談
め、１２市の各市長と面談。
＊議会対策
県及び市町村議会議員に対して 議員
議会対策 県及び市町村議会議員に対して議員
会館、事務所、自宅への訪問延べ２００回以上、傍
聴は数十回にもおよび、最大傍聴人数は１２１名。
聴は数十回にもおよび、最大傍聴人数は１２１名
、最大傍聴人数は１２１名

（ｼｮｳｶﾞｲｼｬｻﾍﾞﾂｶｲｼｮｳﾎｳ
ｼｮｳｶﾞｲｼｬｻﾍﾞﾂｶｲｼｮｳﾎｳ
ｼｮｳｶﾞｲｼｬｻﾍﾞﾂｶｲｼｮｳﾎｳ）
障害者差別解消法
障害者差別解消法（
正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進
に関する法律」
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に
向けた国内
向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国
制度の整備の一環として、全ての国
民が、障害の有無によって分け隔てられることな
く、相互に人格と個性を尊重し合いながら
く、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生す
共生す
る社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解
消を推進する目的として、平成２８年
消を推進する目的として、平成２８年４月１日か
４月１日か
ら施行された法律。
障害のある人に対する不当な「差別的取扱い
障害のある人に対する不当な「
差別的取扱い」

＊請願
奈良県、香芝市、天理市に対して請願書を
請願 奈良県、香芝市、天理市に対して請願書を
提出。いずれも全会一致の採択
提出。いずれも全会一致の採択。
＊マスコミ対策
平成２５年２月８日から ３４
マスコミ対策 平成２５年２月８日から計３４
回、新聞・電波で報道してもらうよう手配
回、新聞・電波で報道してもらうよう手配。
足かけ５年にわたる運動が、いよいよ実を結ぼう
としています。福祉医療の適用を２級にまでに及ぼ
福祉医療の適用を２級 までに及ぼ
す県の方針は、天理市を含む１２市でも２９年４月
天理 を含む１２市でも２９年４月
実施がほぼ確実になってきました。
実施がほぼ確実になってき

を禁止し、行政機関や民間事業者
を禁止し、行政機関
や民間事業者に対して
に対して「合理
的配慮 の提供を義務付けています（但し民間事
的配慮」の提供を義務付けてい
の提供を義務付けてい
（但し民間事
業者は努力義務）。
差別的取扱いとは、「障害がある」という理由
差別的取扱いとは、

でアパートを貸してもらえない、車椅子だからと
いってお店に入れないなど、障害を理由にサービ
スを受けられないなどの行為が当たります。
合理的配慮とは、聴覚障害のある人に声や音声
合理的配慮とは、
ではなく文書や目で見えるかたちで伝える、視覚
障害のある人に書類など渡すだけではなく内容
を読み上げる、知的障害のある人には分かりやす
く説明するなど、障害があっても情報を正確に伝
害があっても情報を正確に伝
える配慮などを言います。
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平成２８年
３月１１日 ホワイトデー企画
１７日 梅見
４月 ３日 黒塚桜祭り
４日～県庁施設外就労開始（～６月２７日）

５月

５日
８日

６月１４日
２４日
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こどもの日イベント
社会福祉法人ふきのとう家族会
（つくしの会
つくしの会）
防災訓練（ふきのとう）
防災訓練（スパークル）

今年は名まえのとおり桜まんかいの中でお祭りに
参加することが出来ました
例年この時期は天気に恵まれず、嵐や大雨で運営が
大変なこともありました。今回は見事な桜の下でから

今年度も ４月から６月までの県庁施設外就
今年度も４月から６月まで
４月から６月まで の県庁施設外就
労のお仕事
お仕事を頂くことができました。
を頂くことができました。
県庁施設外就労とは、就労継続支援 B 型の利

も年度替わりで増えた作業にすぐに対応でき

あげ・玉せん・クッキーを販売。からあげは大人気で

ており、充実した日々を送っています。

すぐに売り切れました！
たくさんの方が来ていてにぎやかなお祭りとなり

用者が施設外就労として奈良県庁内で様々な
用者が施設外就労として奈良県庁内で様
々な
お仕事をさせていただくことができる事業で

ました。

す。基本的な作業などは例年と変わりませんが、
作業期間が昨年度までは２カ月だったものが、
今年度より３カ月に延長されました。メンバー

GW 中に何か楽しいコトを企画したいということで、
みんなで作業を分担して作って食べました。とっても
美味しかったー！！

２月のバレンタインデーでは、女性メンバ

めての人や普段からお菓子作りに慣れていな

ー・スタッフからおいしいお菓子をいただきま
した。それから日が経ち…、ついにやってまい

い人もいてとても大変でしたが、みんなおいし
い人もいてとて
も大変でしたが、みんなおいし
く作ろうと頑張ってくれました。

りました３月１４日のホワイトデー！！今回
はもちろん男性メンバー・スタッフが、慣れな

完成したお菓子とタピオカジュースは３時
のおやつの時間にみんなでわいわいお話をし

いながらもお菓子作りに挑戦しました！

ながら、中には余ったパンケーキをお替りする

今年は「パンケーキ」
「パイの実」
「タピオカ
ジュース」を作ってみました。お菓子作りが初

メンバーもいて、おいしくいただきました。

今年も天候に恵まれました。木曜日の体力作
もうお買い求めになった方もおられるでしょ
うか？今年もまた始まりました「働く障害者応
援プレミアム商品券」。
更に今回はそ
更に今回は
そのイラストにも注
のイラストにも注
のイラストにも注目して下さ
下さ
い！なんとチケット
！なんとチケット に採用されたイラストレー
！なんとチケットに採用された
イラストレー
ター２人のうち１人はふきのとう（サントアー
スⅡ所属）のメンバーさんで、若草山・大仏・

今年も月ヶ瀬へ行きました。例年よりあたたかい日
が多かった為か、もう散り気味で
が多かった為か、
もう散り気味で梅の花はちらほら…。
梅の花はちらほら…。
お花は楽しめませんでしたが、手作りお弁当や散策、
パーキングエリアでのお買い物、普段喋らないメンバ
ー同士がお話ししている姿を見ることが出来ました。

鹿・猿沢池等、奈良の名物を色鮮やかなイラス
トにしてくれました。

りで先生にディスク
りで先生に
ディスクの投げ方を教えてもらい
の投げ方を教えてもらい
ました。
あまり距離が飛ばなかったメンバーも輪に
入るようになったり、去年よりメダルがランク
アップしたメンバーも!!!
アップしたメンバーも
!!!
今年は金５枚、銀７枚、銅６枚でした。

