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巻頭言
キルクにとって、2013年は大きな転

換点になる年でした。昨年4月に

は、神奈川県から受託した「神奈川

県障害者権利擁護センター」を厚木

の本部に開設しました。2012年10月

から施行された「障害者虐待の防

止、障害者の養護者に対する支援等

に関する法律」に基づいて各県が設

置することとなる、障害者権利擁護

センターの業務を担わせていただい

ております。担当として、神奈川県

庁に長年勤めておられた菊地原義夫

さんを採用しました。

主に、使用者虐待の通報を受け付け

ておりますが、施設などの虐待案件

についても通報や届け出がされるこ

とがあり、それらに対しても関係機

関に繋ぐなどの対応をしておりま

す。

併せて、虐待防止・権利擁護に関す

る関係職員等研修会を8月と9月に開

催し、また、指導者研修会を12月に

開催し、ともに、虐待防止法の理解

にとどまらずに障害者の人権・権利

に踏み込んだ内容として、高い評価

をいただきました。今年も、受託で

きたら頑張ります。

8月には、NPO法人いわき自立生活

センターから、小野和佳さんを新た

にキルクの職員として迎えました。

当初、東日本大震災の支援として、

福島県の障害者を相模原市にある

「シャローム」（ケア付き住宅）が

受け入れており、小野さんはそちら

に引っ越してこられました。キルク

としても、被災地支援の募金をした

経緯から、小野さんに仕事を手伝っ

てもらううちに、神奈川に残って東

北との懸け橋になりたいという小野

さんの思いもあり、スタッフに加わ

っていただきました。永住してもら

うとありがたいですけどね。

10月には「あつぎみなみ・デイサー

ビスキルク」（生活介護事業所）を

厚木市岡田に開設しました。訪問相

談をしていると、ちょっとしたきっ

かけがあれば外に出ることができる

障害者の方々が多くいることに気づ

きます。キルクが当事者団体である

ということからも、そのような方々

に家の外に気兼ねなく出かけてもら

う場づくりをしたいと

考え、開設に至りまし

た。まだまだ少人数か

らの出発ですが、今年

はより多くの方々に利

用していただけるよう、

体制を固めていきたい

と考えています。

そして、キルクの事だけ

でなく、障害者を取り巻く状況とし

て、何と言っても注目すべきは、本

年1月17日に、その承認が閣議決定

された「障害者の権利に関する条

約」でしょう。2007年に権利条約に

署名したものの、国内法が未整備の

ままでは障害者の実態に即した権利

擁護がかなわないのではないかと危

惧していた私たち障害者団体は、法

整備の上の批准を求めてきました。

その後、障害者基本法の改正、障害

者総合支援法や障害者差別解消法の

成立などが行われたことにより、今

回の国による承認に繋がったといえ

ます。発効は2月中旬の見込みです。

しかしながら、差別解消法もしか

り、権利条約もしかり、今後のイン

クルーシブな社会づくりのために

は、私たちの努力にかかっていると

言ってもいいと思います。

キルク創設17年目の今年、何事も去

年以上の年にしようと、決意！

事務局長  鈴木 治郎

今年は、去年以上の年にしたいと毎年思うのだ。

寒中お見舞い申し上げます。

旧年中はいろいろとお世話になり、ありがとうございました。

本年も相変わりませず、よろしくお願いいたします。

KILC通信 2014.1
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私が、神奈川県障害者自立生活支援

センター（以下キルク）の皆さんと

初めてお会いしたのは、キルクが主

催した交通バリアフリーリーダー養

成講座に参加した時でした。私の鈴

木事務局長の第一印象は「おしゃれ

なひとだなぁ」でした。一泊二日の

研修だったのですが、参加者同士の

夕食を兼て親睦会を開催して下さる

など、参加者同士のつながりも大事

にして下さることで、研修の内容も

より深まったことを覚えています。

その後、これほど近い関係性で神奈

川県の当事者団体のみなさん、なに

より、キルクの皆さんと関わりを持

つことなど考えてもいなかったのが

正直なところです。

そのきっかけとなったのが、東日本

大震災です。当時、福島県いわき市

の「NPO法人いわき自立生活センタ

ー」に所属していた私は、震災当

日、センターで被災しました。震災

を経験し、震災直後のセンターの

「当事者スタッフ」としての自分の

立場に、無力感を感じながら、全国

の自立生活センターのご協力のおか

げで約一か月の東京都新宿区の戸山

サンライズの集団避難と、わずか数

か月の間に様々な「自分自身」を見

たのを覚えています。

集団避難から全員がいわき市へ戻り

しばらくたったころ、鈴木事務局長

が募金活動で集まった義援金をいわ

き自立生活センターまで届けにきて

下さりました。

その時の感激した思いを今も忘れま

せん。かねてから、キルクの皆さん

と福島県内の自立生活センターの皆

さんとは、関わりがあったことは伺

っていましたが、正直、いわき自立

生活センターとの関わりはあまり多

いとは思えませんでした。ですが、

数少ない関わりを大事にしてくださ

り、福島県全体のことを考えてくだ

さったことにとても感謝しておりま

す。

震災からまもなく、福島県の当事者

団体で立ち上げた、「被災地障がい

者支援センターふくしま」で、原発

事故等を理由とした、県外移住支援

を行なおうという計画（サテライト

自立生活センター）が立ち上がり、

その拠点を置く場所として、神奈川

県が選ばれました。震災直後の「無

力感」がどこか残っていた私は、神

奈川へ生活の場を移し、移住支援の

活動に関わろうと決意しました。

とはいえ神奈川の実情を知っている

わけではありません。そこで、福島

の移住支援に携わるメンバーで訪問

したのが、キルクでした。この時、

「日ごろからのつながりや関わりの

積み重ねが生きる」ということはこ

ういうことだ。と、痛感しました。

昨年の10月より、キルクで週4日仕

事をしています。ある研修会場にキ

ルクのスタッフと向かう際、福島県

に届けてくださった、義援金の募金

活動を行った場所を通り、その当時

の様子を聞きました。様々な団体が

被災地へ向け支援をして下さったこ

とに言い表せないほどの感謝の気持

ちは当然ありますが、結果や形だけ

ではなく、そのプロセスを聞くこと

で、より深く感じることができまし

た。

結果として、福島のILとして行って

きた神奈川を拠点とした移住支援は

昨年9月で終了することとなりました

が、私自身は今後も、キルクの皆さ

んと活動させて頂くことになりまし

た。今後ともよろしくお願いいたし

ます。

ペンリレー

キルクと
わたし

小野 和佳
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私は昨年の10月からキルクのみなさんと一緒に活動を

していますが、キルクの活動と合わせて大切にしている

活動は、東北関東大震災障害者救援本部（以下救援本

部）から主にお話しをいただいている、映画『逃げ遅れ

る人々』の上演会・講演会において、被災体験等をお話

させていただくことです。

東日本大震災から3年目を迎えようとしている2014年で

すが、昨年は、20か所以上でお話をさせていただきまし

た。主催された皆様だけでなく私自身も大変貴重な経験

をさせていただいております。「講演会を聞いて、日ご

ろのからの地域とのつながりが大変重要だと感じまし

た」という多くの声があります。このような声に私は、

当事者団体は本来、地域とのつながりをつくることも一

つの目的として活動しているのですから、特別な何かと

いうことではなく、従来の当事者活動を充実させること

が重要と考えています。私は講演会で必ず、「今年は初

対面の障害がある人と何人知り合いになりましたか？」

という質問を、当然当事者団体の方々だけでなく、あら

ゆる立場の方々に質問しています。どのような事業を展

開するにせよ、生きてくるのは人とのつながりをいかに

作り上げてきたかということ、それも重要な要素の一つ

ではないでしょうか。防災にもきっと同じことが言える

と思います。根となる活動がいかに必要か、それを気付

かさせてくれるのが、この講演活動であると思っていま

す。

『逃げ遅れる人々』の上映会は、それぞれのスタートラ

インに適したものだと思っています。これからも、微力

ながら皆さんと一緒に考えていけたらと考えていますの

で、ご協力できることがございましたら、下記救援本

部、またはキルクまでご連絡ください。お待ちしており

ます。

映画『逃げ遅れる人々』
上映会・講演会報告

東北関東大震災障害者救援本部｜東京事務局

〒192-0046

東京都八王子市明神町 4-11-11 1F

全国自立生活センター協議会（JIL）内

Tel: 042-631-6620

Fax: 042-660-7746

Mail: 9enhonbu@gmail.com

DVD 『逃げ後れる人々』

一般価格

3,000円

団体・ライブラリー価格（上映権つき）

10,000円

詳しくは東北関東大震災障害者救援本部へお問い合せください。

小野 和佳
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行き先を決める
まずは行きたい場所を決めましょう。インターネットの検

索サイトを使えば、簡単にバリアフリー情報を見つけるこ

とができます。お出かけ先の公式情報はもちろんのこと、

最近では個人のブログなどからも目的地のバリアフリー情

報を入手できることがあります。検索サイトでは以下のよう

なキーワードで情報を探すことが出来ます。

お出かけ先の候補を探すのに困ったら、「ピクニック」と

いう民間の検索サイトもおすすめです。

交通手段を探す
行き先が決まったら、交通手段を調べてみましょう。以前

は時刻表とにらみあって探すというのが一般的でしたが、

今ではインターネットで、目的地までの電車やバスの乗り

換えをあっという間に検索できます。

でも、おでかけ先の駅は利用しやすいか、トイレについて

も気になるところですね。そんなときは、『らくらくおで

かけネット』が便利です。交通経路の検索結果とともに、

駅構内の案内図やバリアフリー情報も併せて表示されま

す。

バリアフリーのホテルやツアー
せっかくの春、いつもより遠くへお出かけしたいという方

もいらっしゃるかもしれません。『インターネット版全国

車いす宿泊ガイド』では、各地のホテルのバリアフリー情

報が掲載されています。このほかにも、インターネットの検

索機能を使うと、国内はもちろん、バリアフリーに配慮さ

れた海外旅行ツアーがみつかります。検索サイトでは以下の

ようなキーワードで情報を探すことが出来ます。

では皆さん、インターネットを上手に使って、快適な春の

お出かけをお楽しみください。

インフォメーション
バリアフリー福祉機器情報ポータルサイト「ピクニック」

（株）フォレストブルー

www.pick-nic.com

らくらくおでかけネット
（公財）交通エコロジー・モビリティ財団

www.ecomo-rakuraku.jp

インターネット版「全国車いす宿泊ガイド」
（社）全国脊髄損傷者連合会

www.raqoo.jp/sys/portal/index.html

私のおすすめ
この記事はキルクが取材・執筆を担当し

神奈川県社会福祉協議会発行の機関誌『福祉タイムズ』

平成25年8月号（6面「私のおすすめ」）に

掲載されたものを加筆修正したものです。

インターネットを使って

便利に旅行を計画してみませんか
今年も寒い冬となりましたが、まもなく春となりお

出かけを計画している方も多いのではないでしょう

か？最近では、インターネットの検索機能や情報サ

イトが、旅の計画づくりにとても役立ちます。そこ

で今回は、ふだんパソコンを使用していない方、イ

ンターネット初心者の皆さんにも分かりやすく、お

出かけ先のバリアフリー情報の探し方をご紹介した

いと思います。

検索○○（行き先）    バリアフリー
旅行    バリアフリー 検索
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『あればいいのにねぇ、できるといいねぇ、なぜできな

いのだろう？』

こんな声を身体に障害のある人たちやその家族の方など

から切々と聞いたことがあります。福祉施設は数あれ

ど、介護保険制度をうまく活用できない身体障害者の人

たちが地域の中で通って集い、リラックスできるような

施設は現状ほとんどありません。

『このような状況の打開に一歩踏み出したい』。その思

いでキルクは、厚木市岡田地区（厚木市から平塚へつな

がる旧道の東名高速道路脇を少し入った相模川取水関の

見えるところ）にある、こじんまりした3階建てビルの1

階に、生活介護事業所として「あつぎみなみ・ディサー

ビスキルク」を開設しました。サービス地域は厚木市全

域ですが、そのほかの地域も相談に応じることにしてい

ます。

平成25年10月15日から事業を開始させていただきまし

た。12月時点での利用契約は7名とまだ少数です。現在

は、今後増えてくる利用者の皆さんに快適で適切なサー

ビス提供ができるよう職員研修、環境整備などにも続け

て力を入れているところです。

また、プログラムは障害当事者が中心に運営する施設だ

からこそ気づき、できる内容をベースに充実を図りたい

と考えています。

提供するプログラムは利用者の個々人にとって社会との

関わりを重視し、抱えている課題や問題などの難しさを

一緒になって考える、将来の豊かな地域生活づくりに支

援の重きを置きたいと思います。

内からも外からもいつもキラキラしていて活気があり、

頼られ必要とされる施設を目指します。

サービス管理責任者  小﨑 賢明

生活介護支援事業所
あつぎみなみ・デイサービスキルク
活動日｜火曜日～土曜日

（祝祭日・夏休み・年末年始を除く）

活動時間｜10:00～15:30

利用定員｜1日あたり20名

電話｜046-258-6633

ファックス｜046-227-0303

◀︎ あつぎみなみ・デイサー
ビスキルクの利用者の方々
と職員。お出かけ先での記
念撮影。

あつぎみなみ
便り
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今年度も
実習生がやってきた！

一昨年から、YMCA健康福祉専門学

校の介護福祉科の学生の実習受け入

れを行っていて、今年度も昨年の9月

2日～13日にかけて、平日の5日間、

2名ずつ2週に渡り実習生がやってき

ました。

デイサービスセンター・キルクとこ

ぶし、Kさんの協力の元、毎日違う

体験をしてもらうプログラムでの実

習です。実習生の立場からすると、

全く予想していなかった展開で、ど

うやって日替わりの実習日誌を書い

たらいいのか。私だったら困るな

ぁ…と言うのが本音ですが。

障害者対象の実習は今回のみとの話

を聞き、「ならばいろんな当事者の

声を聴いてもらおう！」と勝手に意

気込んでいたのですが、なぜか月曜

日の朝に実習生が来ない…どうも厚

木事務所の場所はナビで正確に出な

いらしく、携帯片手にウロウロして

いたようです。確か去年も同じ光景

が繰り広げられたような…。

実習生は皆さん一年生とのことです

が、既に高齢者対象の小規模多機能

型居宅介護事業所やグループホー

ム、デイサービスなどでの実習を済

ませているとのこと。一年生の夏で

こんなに実習しているなんて！と驚

きでした。

こぶしやデイサービスセンター・キ

ルクでは、利用者の皆さんと一緒に

作業を行っていただきましたが、実

習生は作業が大変で「利用者さんと

おしゃべり」どころではなかったよ

うで、利用者さんが作業手順をやさ

しく教えてあげる様子が随所で見ら

れました。実習日誌には、「集中力

がすごい」「根気の必要な作業で大

変」「毎日この作業しているなん

て」と驚きと称賛の言葉が並んでい

ました。

当事者活動の様子が見学できるの

も、KILCで実習していただく上で大

きな特徴ではないでしょうか。障害

者A to Z出前講座の事前打ち合わせ

や実際の研修会、スポーツ施設の実

態調査の現場も体験いただき、「こ

のような支援センターの存在する意

味を学べた」「バリアフリー設備だ

けでなく、人の気づきや思いやりが

大切だと知った」との感想をいただ

きました。

平日の5日間と短い期間でしたが、肢

体不自由・全身性障害・視覚障害・

知的障害・精神障害と多くの当事者

の声を聴いていただけた実習だった

と思います。

「○○が出来ないから障害者」

「○○障害だから」ではなく、個性

であり、想いは自分と何も変わらな

いことに気付いてもらえたようでし

たので、KILCで実習して頂いた意味

が少しはあったかな。

私たちスタッフも、初心を思い出し

自分の言動を振り返る良い機会とな

りました。

そ して 、 や っ ぱり 若 さ は 武 器

だ！！！と思い知ったのでした。

あつぎ
便り

◀︎ 真剣（？）に作業中。「なか
なか楽しいぞ」。
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日帰り旅行

昨年の11月15日、地域活動支援セン

ターの保護者の方を中心とした日帰

り旅行を行いました。

行き先は横浜中華街とカップヌードル

ミュージアムです。平塚駅とこぶしの近くの出発場所か

ら33名の参加者で出発しました。

横浜中華街で散策し、お昼を食べましたが、本格的なコ

ース料理で大変おいしくいただきました。

その後バスでみなとみらいに移動し、カップヌードルミ

ュージアムに行きました。自分オリジナルのカップヌー

ドルを作る体験で、味も具材も自分で決めてカップに自

分で絵を描いてパッケージしてもらって完成です。その

後ミュージアムを見学しました。

今回の旅行は日頃お世話になっている地域の福祉村であ

る「松ヶ丘福祉村」のボランティアさんも8名参加しま

した。

松ヶ丘福祉村さんとは10年以上のお付き合いをさせてい

ただいており、皆さんすっかり顔馴染みで皆さんと楽し

く一日を過ごしました。

こぶし

便り

参加御礼!! 平成25年度障害者虐待
防止・権利擁護関係職員等研修
昨年8月22日に、横浜市健康福祉総合センタ
ーで開催しました『平成25年度神奈川県障
害者虐待防止・権利擁護関係職員等研修 
VOL. 1』に多数ご参加いただきまして、あり
がとうございました。障害当事者を始めとし
て、障害サービス事業関係の職員だけでな
く、介護保険サービスの関係者や行政の方々
など、144名（主催者発表）の方々にご参加
いただきました。個々の礼状に代えて、ここ
に厚く御礼申し上げます。
障害者や高齢者の権利の視点はもとより、人
間があるがままに生きるという温かな心に満
ちたお話をいただきました。対談では、障害
当事者である鈴木事務局長の語る、障害者が
生きるための思いや障害者運動の取組などに
対しても、含蓄に富んだご意見をいただき、

終了とすることが惜しいくらいの時間が持て
ました。

同年9月21日に開催しました VOL. 2には、
99名の方々に参加いただきました。
当日は、「障害者の就労と使用者虐待の防
止」をメインテーマに、第1部の内嶋弁護士
（横浜弁護士会、高齢者・障害者の権利擁護
に関する委員会委員長）の講演では、使用者
虐待の実態やその防止方策などの具体的な話
が分かりやすかった等のご意見をいただきま
した。第2部の「障害者の雇用と権利擁護」
のシンポジウムでは、障害者の就労に関し
て、一般企業や福祉的就労事業所、職業訓練
校のそれぞれの立場の意見を語っていただき
ました。
障害者の就労を皆で語ることによって、就労
を通じた障害者の権利擁護を考える一助とな
れば幸いです。

会 員 募 集

キルクの活動を支えてくださる方を募集して
います。会費の他に、寄付も大歓迎です。

正会員
個人：年会費一口 2,000円を、一口以上
団体：年会費一口 5,000円を、一口以上

賛助会員
個人：年会費一口 5,000円を、一口以上
団体：年会費一口 10,000円を、一口以上

振込先：郵便振替
口座番号：00260-4-86367
名義：神奈川県障害者自立生活支援センター

キルクからのお知らせ
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神奈川県障害者⾃自⽴立⽣生活⽀支援センター
あつぎ⾃自⽴立⽣生活センター
〒243-0035  厚木市愛甲 1-7-6

Tel: 046-247-7503 / Fax: 046-247-7508

Mail: info@kilc.org

デイサービスセンター・キルク
〒254-0815  平塚市桃浜町 2-36

Tel: 0463-35-2710 / Fax: 0463-35-2786

Mail: day@kilc.org

地域活動支援センター こぶし
〒254-0077  平塚市東中原 2-14-19

Tel & Fax: 0463-34-2259

Mail: kobushi@kilc.org

あつぎみなみ・デイサービスキルク
〒243-0021  神奈川県厚木市岡田 5-8-23

Tel: 046-258-6633 / Fax: 046-227-0303

Mail: atsugi-minami@kilc.org

事務所案内

編集
特定非営利活動法人

神奈川県障害者自立生活支援センター

〒243-0035　神奈川県厚木市愛甲 1-7-6

発行
特定非営利活動法人

障害者団体定期刊行物協会

〒157-0073　東京都世田谷区砧 6-26-21

定価　200円

KILC通信
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