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豊橋市手をつなぐ育成会  総会 
                  

  4 月１８日(水)さくらピア大会議室にて、平成３０年度豊橋市手をつなぐ育成会の総会が開催されました。 

  来賓に豊橋市障害福祉課・大野課長、公益財団法人豊橋善意銀行・中神常務理事、豊橋市社会福祉協議会・福

岡事務局長、豊橋市民生委員・児童委員協議会・掛布副会長、豊障連・山下会長をお迎えし、お言葉をいただき

ました。そして８０名を超える会員の方々にご出席いただき、平成２９年度の事業報告、会計報告、３０年度の

事業計画案、予算案の承認をいただき、無事終了しました。 

  講演会では、豊橋市障害福祉課の星野氏をお迎えし、「最新の福祉制度ってどうなってるの？」～第５期障害

福祉計画・コミュニケーション条例・障害福祉サービス報酬改定など～と題してお話をしていただきました。こ

の障害者福祉基本計画は私たちが知っておくべき事柄です。分かりやすくまとめられた概要版があります。是非

一度目をお通し下さい。必要な方は障害福祉課にあります。どうしても市役所まで行けない方は、役員までご連

絡ください。 

 

はたちのつどい 

 

  1 月 6日(土)あいトピア 3 階多目的ホールにて「はたちのつどい」が行われました。たくさんの新成人の方が

参加され育成会からも 8名の方が参加しました。豊橋市長をはじめ、市議会議

長など多くの来賓も出席し、盛大な式となりました。みなさん、来賓の方々か

らの祝辞を神妙な顔つきで聞いていました。  

  今年は新成人を代表し育成会の I さんが佐原市長と山下豊障連会長を前に

堂々と「誓いの言葉」を誓われました。とても落ち着いた立派な誓いの言葉で

した。 

  新成人の皆さん、おめでとうございます。 

                                                                              誓いの言葉を誓う I さん 

 

北ライオンズ  親睦ボウリング 

 

  １月２８日(日)岩屋キャノンボウルにて北ライオンズさんの御招待で開催されました。参加者は豊障連６団体

合わせて１２０余名。育成会からは４１名が参加させていただきました。寒波とインフルエンザの大流行の中で

も元気に、思いきり楽しまれたようです。ストライク、スペアにハイタッチでおめでとう！残念な時も照れ笑い

でみんな笑顔になりました。 

  ゲーム終了後、表彰式が行われ、上位入賞者は勿論、ライオンズ会長賞、ＢＢ賞、飛び賞、ラッキー賞等々、

伊藤会長から手渡されました。みんなにチャンスがある表彰式は、ドキドキ感がたまりません。育成会の会員さ

んも多く表彰されました。そして全員に参加賞をいただいて、解散となりました。 

 今年度はインフルエンザ流行の影響を考慮して、来年の２月２４日(日)に開催予定となりました。また育成会

より御案内致しますので、是非お申し込み下さい。安心のガーター防止レーンです。楽しい時間を過ごしましょ

う！！ 
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高等部卒業激励会 
 

  2 月 17 日(土)あいトピア研修室にて卒業激励会を開催しました。 

  今年は 2人の方が支援学校を卒業しそれぞれの新しい道に進みました。当日はお 1人の方が都合で欠席され

たため 1 人の方をお迎えし在校生代表として 6 人の高校 2 年生の方たちと共に楽しいひとときを過ごすことが

出来ました。 

  卒業生のお二人から抱負を書いていただきました。これからも頑張ってくださいね。 

 

 

    

 

 

 

県フライングディスク大会 
 

  2 月 25 日(日)、今年も昨年同様 東刈谷市南部生涯学習センター「たんぽぽ」にて県フライングディスク大会

が行われました。 

  豊橋育成会からは 10名参加、 競技前にはしっかり練習をすることが出来て、本番は練習の成果を発揮する

ことが出来ました。 

  男子１名銅メダルを獲得しました。 

☆頑張った皆さんの声です。 

◎今日は 10本はいりました。 

◎今日は 10本全て入りました。 

◎メダルをもらいました やったー！ 

◎今日は８本でした。がんばりました。 

◎今日はがんばりました。 

◎今日はぜんぜんはいらなかった でも 楽しくやれてよかったです。 

◎ぼくは５本でした 頑張りました。 

◎私はよく頑張りました 来年も頑張りたいです。 

◎８本頑張りました。 

◎今日はフライングディスクがんばりました。 
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                  上手く投げれたかな                                       通れ！後ろで母たちは見守り中 

       

            みんなで体操  楽しく体を動かしました                                    表彰式   

 

県本人部会ボウリング大会 

 

平成 30 年 3 月 4 日（日）に、岡崎グランドボウルで県育成会本人部会「わかしゃちの会」のボウリング大

会が行われました。豊橋からは男性 2 名と女性 2 名が参加し、豊橋の役員 1 名と名鉄に乗って出かけました。

初めての会場だったので、豊橋で早めの昼食を済ませてから岡崎に向かいました。 

 名鉄東岡崎駅で降り改札を抜けると、顔見知りのメンバーたちや県の役員さん

たちがいたので一安心。ボウリング場からのシャトルバス 2 台で岡崎グランドボ

ウルへ。会場に着くとたくさんの仲間たちが待っていて、みんな笑顔で再会を喜

び合っていました。競技がはじまるとみんな真剣そのもの。豊橋からのメンバー

は、男性たちは 1 レーン、女性たちは 7レーンと離ればなれになってしまったけ

れど、違う地域の仲間たちと交流が出来ていました。成績は、優勝者は 2 ゲーム

で２９９となかなかのハイスコア。豊橋からのメンバーの中にも飛び賞やブービ

ー賞に入った人がいました。写真は表彰式のものです。 

 帰りもシャトルバスで東岡崎駅まで送ってもらい、ちょうど来た名鉄電車で豊

橋へ帰りました。楽しい一日でした。 
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要望書と回答 

 

    輪～イＨ30.1 号で掲載いたしました豊障連から市への要望書への回答をいただきましたので掲載いたしま

す。全 16 項目の中で 2 と 3 が育成会からの要望になります。 

  すぐに実現していただけるもの、なかなか実現せず毎年要望として上がってくるもの様々あります。 

  また、豊障連に参加してみえるすべての方々のためであるため、なかなか細かいところまで要望することはで

きませんが、私達役員が気が付かない要望もあることと思います。まずは声を上げ要望を伝えることが大切です

ので、「これなんとかならないかしら」「こんなふうになったらもっといいのに」と思うことがありましたら是非

役員にお知らせください。よろしくお願いいたします。 

 

1.プラ・ペットの回収方法の改善をお願いします 

【回答】環境部 環境政策課 

プラマークごみとペットボトルの別日収集やペットボトル専用指定袋の導入については、直ちに実現すること

は難しいですが、ごみ量に見合った効率的な収集体制や分別精度の状況などを踏まえながら、引き続き、検討し

ていかなくてはならない事項と考えております。 

一方、すべての排出が適正でないことは事実であり、今後は、更なる分別排出への指導・啓発に取り組むとと

もに、分別作業の大変さなどを市民に周知することで、より一層の分別精度向上に努めていきたいと考えており

ます。 

なお、平成３０年度から、プラマークごみとペットボトルの収集を２週間に１回から１週間に１回へ変更するこ

とで、出される量の平準化を図っていくことを検討しております。 

 

2.私達親の願いは『理解ある』医療を『安心して』受けられることです 

【回答】福祉部 障害福祉課 

厚生労働省では、障害者差別解消法（平成２８年４月施行）第１１条第１項の規定に基づき、事業者が適切に

対応するために必要な指針を定めており、平成２８年 1月には医療分野に関わる事業者の対応指針（『障害者差

別解消法における医療関係者向けガイドライン』）を定めています。 

医療分野のサービス提供にあたっては、福祉サービスとの有機的な連携を図ることも求められることから、法の

趣旨等の理解を更に深めてもらうことも含め、医師会と調整する中で医師が集う予防接種講習会（平成３０年１

月）の機会を利用して、差別解消法、ガイドラインの周知を図ってまいりたいと考えています。 

 

3.障害福祉サービス事業所（日中活動系サービス）や地域活動支援センターへ通うための交通費の助成をお願い

します 

【回答】福祉部 障害福祉課 

障害福祉サービス事業所においては、利用者の送迎を行った場合には、法定給付費の加算として「送迎加算」

を支給しております。 

利用者が公共交通機関を利用して事業所に通うことは社会参加としての訓練の一環となり、利用者のスキルア

ップ、就労意欲の向上等につながる側面もあることから、現在、市内の就労系事業所について施設までの交通手

段や公共交通機関の利用者数など、調査を進めています。 

今後、対象者、助成額、助成期間、見込まれる効果など助成制度の必要性について、調査結果や中核市、県内他
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市、浜松市など近隣市の取組状況なども参考に検討してまいります。 

 

4.医療的ケアに対応できるショートステイおよび放課後等デイサービス、日中一時支援事業の設置・増設をお願

い 

【回答】福祉部 障害福祉課 

医療的ケアに対応できる放課後等デイサービス等は、事業所指定基準上、嘱託医師、看護師等の配置が必要と

なっており、人員体制確保の面から事業所側として難しい状況にあります。 

平成 29年度より新たに開始した居宅介護事業者向けの喀痰吸引等研修事業費補助の対象範囲を、放課後等デ

イサービス事業所、日中一時支援事業所などの通所事業所に従事する介護福祉士へ拡大することを検討してまい

ります。 

また、障害者自立支援協議会においては、このような課題に対して関係機関と協議を重ねながら、引き続き、医

療的ケアの必要な障害児者が安心して過ごせる体制づくりに努めてまいります。 

 

5.障害者のグループホームの拡充整備をお願いします。 

【回答】福祉部 障害福祉課 

障害者の地域生活への移行の受け皿となるグループホームの充実は、現行の障害福祉計画（平成 27～29 年

度）においても、重点的に進めるべき基本目標として掲げており、市としても、国庫補助を活用し新たなグルー

プホームの整備を推進したいと考えております。 

国及び中核市が行っている施設の新設・増設・改修やスプリンクラー設備設置等に係る施設整備費の補助メニ

ューをお示ししますので、ぜひともご相談・ご活用ください。 

またハード面の整備のほかに、グループホームの安定的な運営のため、愛知県の交付要綱に基づく運営費の助成

についても継続実施してまいります。 

 

6.医療的ケアの必要な重心の子どもたちの「地域包括ケアシステム」の構築をお願いします 

【回答】福祉部 障害福祉課 

医療的ケアの必要な重心の子ども達に対しての支援体制の整備について、「障害福祉サービス及び相談支援並

びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円

滑な実施を確保するための基本的な指針（平成 29 年 3月 31 日付障企発 0331 第 6号通知）」では、平成 30

年度末までに保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設置するように

示されております。 

また、平成 32年度までに医療的ケア児に対するコーディネーターを配置するよう示されております。今後、既

存組織である自立支援協議会の「こども専門部会」を活用し「協議の場」を設け、コーディネーターの配置も併

せて検討し、支援体制の構築に繋げてまいりたいと考えています。 

 

7.「おむつ」支給内容の変更をお願いします。 

【回答】福祉部 障害福祉課 

現在、国が示している地域生活支援事業実施要綱における日常生活用具支給基準では「紙おむつ等」の種目対

象について、紙おむつ、脱脂綿、サラシ、ガーゼが示されており、「おしりふき」については明示されていませ

んが、事業の目的として地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を実施することができる

こととなっております。 
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要望のあった「おしりふき」については、乳幼児にとっては衛生面から必要性が高いと考えており、今後、他都

市の状況も参考にしながら、支給対象とする方向で検討してまいります。 

 

8.医療的ケアに対応できる介護職、ヘルパー等の研修制度補助金の見直し拡充をお願いします 

【回答】福祉部 障害福祉課 

住み慣れた自宅で安心して喀痰吸引のサービス利用が可能となるよう居宅介護サービスにおけるヘルパーの

資格取得者の充実を図ってまいりたいと考えています。 

今年度、新設した喀痰吸引の補助制度の状況（現在の申請者：３事業所、５人）を踏まえ、今後、生活介護事業

所の要望を調査し、対象事業所の拡充について検討してまいります。 

 

9.あいトピアの福祉機器展示コ－ナ－の再開と相談支援体制の充実をお願いします 

【回答】福祉部 環境政策課 障害福祉課 

祉機器展示コーナーについては、平成１６年１月の総合福祉センターのオープン以来、委託により運営してき

ましたが、近年は利用者数の減少により十分な効果が得られない状況が続いていました。 

障害者に留まらず高齢者の福祉機器を必要とする方々がホームページや機器を取り扱う販売店での情報取得が

容易になってきたことや相談支援事業所やケアマネジャーなど事業所の相談体制も充実してきたことも背景に

あると考えており、現時点では、再開等は考えておりません 

 

10.アクアリ－ナ豊橋のプ－ル入場料について障害児者および見守りの場合の減免制度創設をお願いします 

【回答】市民協創部「スポーツのまち」づくり課 

アクアリーナ豊橋は、夏はプール、冬はスケート場として活用しています。 

ご提案いただきました、個人利用料金の減免についてですが、大会の開催などによる専用利用の場合について

のみ減免規定を設け、個人利用料金については減免せず運用しているところです。 

しかしながら、東京オリンピック、パラリンピック開催を控え、障がい者スポーツのますますの振興を図る中、

施設の利便性の向上も踏まえつつ、本市の状況、他都市の状況を踏まえ利用料金のあり方について検討してまい

ります。 

 

11.福祉タクシ－助成の増額をお願いします 

【回答】福祉部 障害福祉課 

福祉タクシーの利用状況は、近年は 6割強の利用率で推移しております。利用状況は自動車の保有状況や障害

種別や障害の程度など各世帯の状況によって異なります。 

利用者の現状や障害種別など対象者の範囲や助成額など他都市の状況把握を行いつつ、障害者施策全体の中で

助成内容について検討してまいります。 

 

12.医療的ケアが必要な入学前の子どもたちが地域の保育園等に入園し、訪問看護を受けられるための補助金の

創設をお願いします 

【回答】福祉部 障害福祉課 

医療的ケアが必要な児童・生徒が通園・通学するためには、保護者が付き添い、喀痰吸引等の医療行為を行う

ことが受入れ条件とされているため、保護者の負担が大きいことは認識しております。 

しかしながら、保育園・学校が看護師を配置することは体制整備上難しい状況にあることから、訪問看護ステー
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ションの看護師を保育園等へ派遣することにより保護者の負担軽減が図られること、また他の児童生徒の思いや

りの心を育む情操教育にも繋がることを考慮し、訪問看護師の派遣費用助成について予算要求をしてまいりたい

と考えています。 

 

13.精神・神経科医療の「夜間・休日２４時間救急医療体制」の整備を含む「各種意見交換の場」を確保してく

だい 

【回答】健康部 健康政策課・健康増進課 

現行の救急医療体制をさらに整備するには、輪番制の医療機関だけでなく、他の精神科病院やクリニックの体制

が整備されない限り、困難な状況です。しかしながら、精神障害を抱える方が安心した生活を送るためには、救

急医療のみならず、日常生活上の課題を話し合う場が必要と考えられます。引き続き、精神障害の方を取り巻く、

多様な地域の関係者の方にもご協力いただきながら、日常生活全般に係わる様々な問題点や各種課題等について

確認する意見交換の場を設けます。 

 

14.豊橋市での要約筆記者資格養成講座の開催をお願いします 

【回答】福祉部 障害福祉課 

豊橋市で要約筆記者の不足が続いていることは課題として認識しています。現在、愛知県主催の要約筆記者養

成講座は名古屋市のみで実施されており、本市を含め東三河から名古屋市での講座参加には時間を要すことから、

参加者が少ない状況です。 

今後は豊橋市を含め東三河での開催に向けて、関係団体とも協力し、愛知県へ要望してまいります。 

 

15.職員手話研修会を充実させ、総合的な聴覚障害者支援を推進できる体制拡充をお願いします 

【回答】福祉部 障害福祉課 

平成２８年度に研修カリキュラムを見直し、充実を図ったことにより、本庁の職員だけでなく、市民病院など

の外部施設の職員にとっても受講しやすい研修となり、平成２７年度に５名であった受講者数が２６名まで増加

いたしました。 

今後は、引き続き、研修への受講を呼び掛けるほか、基礎編を受講した職員に応用編の受講を勧め、過去に研

修を受講した職員に再受講を促すなど、手話スキルの維持・向上にも努めてまいります。 

多くの職員が手話を学ぶことで、聴覚障害者支援を進めてまいりたいと考えております。 

 

16.介護保険施設において、各所に手話研修会等を実施し、聴覚障害者の対応がスムーズにできるように、手話

の出来る職員の養成をお願いします 

【回答】福祉部 障害福祉課 

豊橋市では、障害福祉課が市内在住の手話未経験者向けに「手話奉仕員養成研修」を実施しており、介護事業所

の職員もご参加いただくことが可能です。また、愛知県において、県内に所在する団体、企業等が実施する手話

研修に講師を派遣する「手話講師等派遣事業」を実施しており、条件に合う研修会を開催する場合はご利用いた

だくことが可能です。介護事業所に対しては、利用可能な事業のほか、貴協会の活用など研修機会の周知を図り、

市としては手話ニーズの把握に努め、研修機会の向上を検討してまいります。 
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支援者の想い 

 

皆さん、こんにちは。私は、平成 30年度、豊橋障害者（児）団体連合協議会の副会長と豊橋市手をつなぐ育

成会の理事を務めさせて頂きます野口雅由です。普段は、特定非営利活動法人昴にて生活介護事業所（定員 40

名）の所長と相談支援専門員（サービス等利用計画作成や相談業務）の仕事をさせて頂いております。 

今回この様な大役を務めさせて頂くのも豊橋障害者（児）団体連合協議会の会長の山下さんより「若い力が入

って欲しい」「豊橋の障害福祉を良くしよう」と言われた事から微力ではありますが自分も協力しようと思い受

けさせて頂きました。また私自身の兄も重度の知的障害がある事から、豊橋市の障害福祉に関しては常日頃から

注目をしておりました。私自身も障害福祉サービスの仕事を行っているのは将来兄の生活がどうなるのか心配で

あった事がきっかけであります。障害が有ろうが無かろうが生まれ育った地域で自分らしく生きて行く事は誰で

も当然の権利であります。しかし社会資源や支援者不足により、なかなか本人が希望した生活を送れる仕組みが

出来ていないのが現状であります。この様な事から親亡き後に安心して地域生活を送れる様な仕組み作りにも力

を注いでいきたいと考えております。 

上記でも説明をさせて頂きました昴では毎日約 40 名の方が元気に通所してくれています。その中には 65歳

を過ぎても元気に昴へ通って来てくれている方が 3 名います。その方々は「昴へずっと通いたい」と、とても嬉

しい事を言ってくれています。しかし基本的には 65 歳になられた方は介護保険を優先しなければならないのが

現状です。実際に今まで通っていた施設を離れ知らない人ばかりの介護保険関係の施設へ行くのはどうなのかと

考えさせられる事があります。この様な方々がいつまでも自分で選んだ自分らしい暮らしのお手伝いが出来る様

な仕組みを強化していく事が重要であると思います。 

福祉に関する考え方や法律は、めまぐるしく移り変わっているのが現状です。私の立場としまして、当事者側

からと支援者側からとの両面の強さを活かし、障害の有る方が「豊橋で生活できて良かった」と言って頂ける様

にこれからの活動を頑張っていきたいと思います。今年度 1年間、宜しくお願い致します。 

 

野口雅由 
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インフォメーション・編集後記 
 

                    5 月２7 日（日）         善意フェスティバル 

                    ６月 23 日（土）         豊障連大会 

                        24 日（日）          バス旅行 

                        ２8 日（木）          福祉サービス事業所見学会 

                    ７月  1 日（日）          チャレンジパン教室 

                      ７・８日（土日）        療育事業 

                        ２８日（土）          さくらピア サマースクール 

                    ８月  8 日（水）          さくらピア サマースクール      

                        ２４日（金）          さくらピア サマースクール           

                        ２５日（土）          豊障連  納涼夏祭り 

                    9 月  ２日（日）          育成会ボウリング大会 

                        ２９日（土）          さくらピア避難所体験  

         １０月１～７日（日）  作品展「てをつなぐ」（こども未来館ココニコ） 

 

＊この他にもフライングディスク教室・トランポリン教室・ちぎりわいわい太鼓・絵

画教室・ダンス教室が開催されています。場所の確保等で変更がある場合があります

ので先にお送りした学齢部・文化部・スポーツ部紹介の各担当役員にご確認下さい。 

 

編集後記 

  輪～イ 5月号、いかがでしたか？ 

  我が家の長男は立派な自閉君なので、いろいろなコレクションがあります。彼の部屋はこれまた立派な自閉ら

しく他の兄弟とは違いきれいに整理整頓された大事なコレクションが所狭しと並んでいます。 

  そんなコレクションの 1 つに綿菓子の袋コレクションがあります。そう、あの夜店やお祭りに並んでいる綿菓

子の袋です。トーマスやツムツム、新しく始まったアニメやキャラクターなど次に買いたい絵柄が決まっていて、

その柄がないと「ありません」とちょっとがっかりするのですが、もちろん諦めることはせず他の柄をゲット、

中がベタベタになるのを防ぐため大急ぎで、でも袋を傷つけないように丁寧に輪ゴムを外し、中の綿菓子をその

場で食べ袋だけを大事に持って帰ります。 

  綿菓子は、1.夜店・2.地元のお祭・3.豊橋まつり・4.お花見に行けたら買う約束になっているので、先日桜満

開の向山緑地に出掛けました。今回は新しく始まったプリキュアを買いますと張り切って出掛けたのですが、今

年は桜が早すぎたようで屋台は組み立ててあったのですが 1軒を除いてすべてカバーが掛けられていて営業し

てなくてゲットできずがっかりしていました。 

  帰宅後はこれまた立派な自閉らしく何度も何度も何度も「綿菓子お店開いてませんでした」と大きな声でつぶ

やき続け、あまりのしつこさに（笑）次の週もう一度リベンジし無事袋をゲット、大事そうにファイルしていま

した。 

  あの人混みに 2 回も出掛けなければならず大変でしたが、最初に満開の桜、2 回目には桜吹雪が見れたので良

しとします…か（汗） 


