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平成２７年度がスタートしました。本年度も地域の皆様とともに障害をお持ちの「こまったなあ」に
ついて一緒に考えていきたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。
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八女市市民福祉部長
兼福祉事務所長

八女地区障害者基幹相談

小波慶一郎

支援センター「リーベル」

みなさん、こんにちは。

におかれましては、最初の

4 月 1 日付の人事異動により市民福祉部長に就

基本相談から、いろいろな

任いたしました小波（こば）と申します。

福祉サービスへ繋げていく

平成 24 年 7 月の九州北部豪雨災害時は、星野

計画相談まで、いつも懇切

支所長をしておりましたが、皆様方より各方面か

丁寧に対応いただいており

らご支援をいただき、誠にありがとうございまし

ますことに感謝申し上げます。

た。

私たちも障害をお持ちの方々が安心して暮らし

被災地の復旧・復興にあたり、皆様方の様々な

ていただけるよう、さらなる相談支援体制の充実

ご支援を通じ、「人と人との結びつき」や「支え

を図っていくため、「リーベル」をはじめ、事業

合いや助け合い」が、いかに大切で、素晴らしい

者の皆様との「絆」を大切にし、これまで以上に

ものか、改めて「絆」というものを実感しました。

連携していきたいと考えています。

【写真】リーベルも相談員が交代しました

相談援助の充実とその受け皿の確立を！
～ 27 年度事業運営方針
１点目は処遇困難事例に対し、より一層の
関わりを深め、生活の安定につながるような
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相談援助を進めます。時代とともに変わって
いく問題に対して、寄り添いながら相談援助
を継続します。
２点目は保護者組織の支援を継続します。
市内にある世代ごとの集まりや利用施設ごと

平河
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リーベルは基幹型相談支援事業所として２年目
を迎えました。昨年度は国や県の指導の下にサー

に組織化されている保護者組織への支援とそ
の連携強化を進めます。
３点目は相談援助の先にある受け皿（システム）

ビス利用計画の策定に追われた１年でしたが、全

づくりへの関わりです。「困ったなあ」の解決の

計画の策定に見通しがついたことで、今年度は「基

ためには、相談援助と具体的な支援のシステムが

幹型」としての役割を高めていきたいと考えてい

必要です。そのための連絡調整役を担っていきた

ます。

いと思っています。

市・町・支所の窓口を担当していただきます
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平成２７年度出張相談日程

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
広川町（役場） ～ 第２火曜日
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
6/9、7/14、8/11、9/8、10/13
11/10、12/8、1/12、2/9、3/8
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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平島

久木原課長
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黒木町（支所） ～ 第３火曜日
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
6/16、7/21、8/18、9/15、10/20
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
11/17、12/15、1/19、2/16、3/15
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
矢部村（中央公民館）7/10、11/13、3/11
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
星野村（そよかぜ）8/21、11/27、2/19

ホットな話題
平成 27 年 1 月 23 日に開催しましたサービ
ス管理責任者連携合同研修会のアンケート
結果から、今後も情報交換の場、研修会の
場を !! とのご意見を多数いただき、今年度、
八女地区サービス管理責任者連絡協議会 ( 仮
称 ) を発足することとなり、それに向けた
準備委員会を 5 月 11 日に開催しました。
各事業種別に代表を選出させてい
ただき、今後どういう取り組みをし
ていくのか、何を目標に研修会を開
催していくのか等検討しました。
「サービス管理責任者同士の顔の見え
る関係作りを」「個別支援計画書と利

用計画書の連携を」「サービス管理責任者の役
割について考える場を」等々。
『福祉サービスを利用される方が主役』その
為に、今、私たちができることをしっかりと
考えながら、この連絡協議会を続けていきた
いと思います。

八女地区内には各小学校に特別支援学級が

設置されていますが、各学校に通う子どもたち
の保護者の皆さんにとって、子どもたちの成
長や気になることなどを話し合ったり、お互
いの情報を交換し合う場がありませんでした。

代表の渡辺さんが発足
記念に作られました

親の会『えん』が誕生しました

リーベルでは、昨年度から個別にかかわり
を持ってきたのですが、２月の連携協議会研

「えん」では、毎月第３木曜日の午前に、や

修会をきっかけに新しい保護者会として「え

めっこ未来館に集い、子育てや学校への思い

ん」が誕生しました。

を共有しています。

「えん」とはこれからいろいろな「縁」を大

毎月新しい仲間が増えていますが、保護者

切にしていきたいという願いから名付けられ

の皆さんの話から、リーベルのスタッフも元

ました。

気をいただいています。

HP を開設しました
できたてのほやほやです。いろいろな情報を満載し、充実した HP にしていきます。

柳河特別支援学校を卒業された井上ゆみさん
から、うれしい就職の報告がとどきました
か事業所を紹介してもらって、そのなかから
見学と体験をし、昨年５月、筑後市の障害者
自立訓練サポートセンター『わ～よか筑後』
で訓練を受けました。約１年間、就職に向け

井上

ての様々な訓練（職場実習、コミュニケーショ
ンの勉強など）をしました。そして、平成２７
年は、私にとって転機となり、１月に成人式で、

ゆみ

【写真】成人式で和太鼓を披露しました

③

元気な男性５名といっしょに『おりなす八女』
で成人和太鼓を披露しました。その後、４月に
就職も決まり、現在、株式会社アグリスの生産
管理部の製造課に配属され、医療部材製品の

私は、柳河特別支援学校高等部を卒業し、北

検品作業を行っており自分に合っている仕事

九州市にある福岡障害者能力開発校のＯＡ事

内容だと思っています。職場の皆さん、上司

務科に入校しました。将来は（主に、両下肢

の方々のご理解もあり、毎日頑張っています。

に障害があるので）パソコンを使った仕事に

今の自分があるのは、これまでたくさんの

就きたいと思ったからです。

方々のサポートがあり、病院の先生方、学校

初めて自宅を離れ、一年間寮生活をし、基

の先生や友達、支援センターのスタッフの皆

本的なパソコンや電卓の勉強をして、検定や

さんのおかげです。本当に就職出来た事にう

資格取得をしましたが、希望する就職には繋

れしく思います。

がりませんでした。これから先の進路に悩み、

これから社会人としての責任感をもち、少

八女市鵜の池にある（当時、広川町）障害者

しでも何かの役に立てればと思います。

就業・生活支援センター『デュナミス』へ相

＜課長さんからコメントをいただきました＞

談しました。

今年４月から勤務されており、業務内容は

私は元々内向的な性格で、積極的に自分か

部材の品質検査に携わって頂いています。

ら話をするタイプではないので、就職に向け

日々目標数を決めて達成されており助かっ

ての必要な事を身に付けたいと思い、いくつ

ています。！

編集後記
在職中は大変お世話
約 2 年半お世話になり お世話になりました になりました。またど
平成 24 年 9 月より

ました。きちんとした挨拶もでき
ないまま陽だまりの里事務所勤務
になりましたが、これからもよろ
しくお願い致します。（山村伸也）

紹介します

ました堤です。初めての事ば
かりですが…何事にも前向き
に！明るく！元気に！頑張り
ますのでよろしくお願いしま
す。（堤 美香）

新人スタッフを

4 月から NPO の職員になり

こかでお会いすることがあるか
もしれませんが、その時は気軽
に声をかけて下さいね。よろし
くお願いします。（三角レイ子）
陽だまりの里から出向しました。ヘルパ
ーとして、また妻も障害を持っ
ておりますのでプライベート
でも障がい者の方々とおつき
あいしてまいりました。よろ
しくお願いします。
（杉山大象）

