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相談支援事業所 こだま

日頃より、社会福祉法人「愛恵会」 相談支援支援事業所「こだま」および、松阪多気地域障がい者
総合相談センター「マーベル」の事業運営におきましてご理解とご協力を賜り、誠にありがとうござい
ます。
相談支援事業所「こだま」は、平成 12 年（2000 年）4 月、松阪市下村町において、精神障がい
者の社会復帰にかかわる相談支援事業として、精神障がいについての正しい知識の普及や啓発を行うと
ともに、バレークラブや音楽クラブ等を通じ、社会参加のお手伝いを行ってきました。
平成 20 年（2008 年）7 月からは、ショッピングセンター「マーム」の 1 階に開設された松阪多
気地域障がい者総合相談センター「マーベル」にて、年齢や障がいの種別等に関係なく、生活や就業に
関する相談と支援をお受けするため、三重県厚生事業団と協力しながら、障がいのある方が地域で安心
して自分らしい生活をしていただけるよう、お手伝いをしています。
障がいのある方が安全で安心して暮らしていただけるよう、総合的な支援を行っていくために、障が
い者支援施設つばさの事業所である、生活訓練事業所「ひまわり」
・就労継続支援事業所「あけぼの園」・
そして生活の場である「グループホーム」との更なる協力体制を図りつつ、福祉だけでなく、協力病院
である「松阪厚生病院」といった医療機関との連携強化にむけて取り組んでいきたいと思っております
ので、今後とも引き続きご支援方よろしくお願い致します。
（障害者支援施設

つばさ

所長

横山

宗孝）

ごあいさつ
今年度から、相談支援事業所「こだま」の管理者の役割をいただきました島ゆう子と申します。
ごあいさつ
相談支援事業所「こだま」は今年で開設 16 年目を迎え、相談員の顔ぶれは大きく変わりましたが、
『本人の想いに寄り添い、自分らしく主体的に暮らしていけるための相談支援を行うこと』についての
理念は受け継がれ、松阪市と大台町から受託させていただいている相談支援事業については、相談員一
同、多くのことを学びながら、各々の役割を担っています。
障がいがあっても地域の中で、人としての尊厳が尊重され、自分らしく当たり前に暮らしていける社
会の実現に向け、本人が主体の相談支援を行うとともに、地域づくりの観点から多様なネットワークの
構築を目指しています。
まず、今年度から「広報 こだま」を発行し、相談支援体制の充実のため、また地域における障がい
の理解を広げていくために、広く地域の中で連携を図り、ネットワークを作りだしていく取り組みを行
いたいと考えました。
年 3 回の発行を目標にしていますが、皆さまへも取材等でご協力をお願いするかも！？
・・・ということで、どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

松阪市デイケア
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社内研修会の様子

～社内研修にて～
・第１回平成 27 年 11 月 14 日（土）

障害者支援を振り返る

・第２回平成 28 年 1 月 16 日（土）

サービス等利用計画と個別支援計画について

・第３回平成 28 年 2 月 20 日（土）

サービス等利用計画と個別支援計画について

田中宏幸社会福祉士事務所

代表

田中宏幸氏を招いて、社内研修を３回実施しました。

社員全体の意識を高め、支援を行う姿勢、連携の大切さを、グループワーク
ロールプレイ等を通じ、アセスメントの重要性、
「本人が決める事を忘れない」
と言う支援について学び、今後に支援に結び付けられるよう社員一同意識を高める事が出来ました。

行事・活動報告
松阪市相談支援実務者会議について
松阪市内の相談支援事業者間のネットワーク構築や情報交換、資質向上を目的として、月に 1
回、従事者会議を開催しています。
平成 27 年 4 月 28 日 松阪市自立支援協議会への出席者選出 フリートーク
平成 27 年 5 月 26 日 事務連絡、フリートーク
平成 27 年 6 月 23 日 松阪市障害福祉サービス等利用の手引きの確認
平成 27 年 7 月 28 日 松阪市障害福祉サービス等利用の手引きの確認 その２
平成 27 年 8 月 25 日 グループワーク（計画相談におけるニーズの捉え方）
平成 27 年 9 月 29 日 生活介護事業所との交流会
平成 27 年 10 月 27 日 居宅介護事業所との交流会
平成 27 年 11 月 24 日 事務連絡、フリートーク
平成 27 年 12 月 22 日 研修（医療観察制度と地域福祉サービス事業所の連携について）
平成 28 年 1 月 26 日 意見交換（新規グループホームに求められるニーズについて）
平成 28 年 2 月 23 日 事例検討会（事例提供：まっつぁか上田氏）
平成 28 年 3 月 22 日 研修（意思決定支援について）

＜研修報告＞

意思決定支援について

平成 28 年 3 月 22 日、松阪市相談支援従事者会議の一環として、研修を行いました。
伊賀市社会福祉協議会の寺田浩和氏を講師にお迎えして、
「意思決定支援について～相談支援員
の役割って何？～」と題して講義をしていただきました。
お話の中で、「『意思決定支援』という言葉が大嫌いだ」ということを言われたのが印象的でし
た。つまり、意思決定はあたりまえのことで、健常者はそれを意識して生きているわけではな
く、障がい者の支援にあたってわざわざそういう言葉を作らなくてはいけないのは、そのあた
りまえのことができていないことの現れであるということでした。
また、
「聴く」ことの大切さを学びました。日々の業務の中で接する人の話をただ漫然と「聞く」
のではなく、注意深く心を傾けて「聴く」ことができているかを振り返る機会となりました。
短い言葉の裏に、あるいは言葉にならない表情の後ろにある思いを、五感を研ぎ澄ませてキャ
ッチしようとする姿勢の大切さを感じました。
他にも、
「聴く」ことが最大の権利擁護である一方で、利用者と支援者は対等ではなく、利用者
から 100%本音を言っていただけるわけではないということや、
「聴く」ことが不十分だった
り社会性や市民性が欠けていたりすると、「『本人のため』と本人が思えない支援」になってし
まうことなど、多くのことを学ばせていただく研修でした。
相談員 伊藤

松阪・多気地域障がい者総合相談センター「マーベル」のご紹介

障がい者総合相談センターとは？
障がいのある方が地域で安心して生活できる
ように、年齢や障がいの種別等に関係なく生
活や就業の相談と支援を受けていただけるよ
う、障害者総合支援法に基づく福祉サービス
等を利用するためのお手伝いをします。

利用対象者
身体障がい・知的障がい・精神障がいのある方や、その家族、支援関係者の方がご利用できます。

利用方法
○電話相談

○訪問相談

電話でのご相談をお受けします。

寝たきり等で来所による相談が困難な方に

（土、日、祝日や時間外は留守番対応にな

は、訪問によるご相談も行います。
（相談日

り、後日ご相談に応じます）

時を調整し、訪問いたします。
）

○来所相談

○その他

当センターに直接お越しいただき、ご相談

FAX やメールでの相談も行っております。

をお受けします。相談室の予約が必要です

なお、継続して相談を希望される場合は、

ので、ご来所いただく方は、あらかじめご

登録が必要となります。

連絡ください。

相談や登録に関して、費用をご負担いただ
くことはありません。

受付時間

場所

月曜日～金曜日 9：00～17：00

松阪ショッピングセンター「マーム」1 階

（国民の祝日をのぞく）

（第三銀行松阪マーム支店隣り）

電話 0598-50-5575
0598-50-5576
FAX 0598-50-5579
mail marbell@ma.mctv.ne.jp
（土、日、祝日や受付時間外は留守電対応となります）

マーベルは、「三重県厚生事業団」と「愛恵会」という２つの社会
福祉法人が協力して運営しています。
松阪・多気地域障がい者総合相談センター「マーベル」

三重県厚生事業団

社会福祉法事 愛恵会
相談支援事業所 こだま

三重県厚生事業団
○障がい者就業・生活支援センター事業
就業およびそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害のある方に対し、窓口での相談や職場・家庭訪
問等を実施します。
また、雇用および福祉の関係機関と連携して，就業面と生活面の一体的な支援を 行います。

○障がい児等療育相談支援事業
在宅で障害をお持ちのお子様が地域で安心して生活できるよう、家庭や保育所等関係機関を訪問し、療育
相談や療育指導を行います。

愛恵会（相談支援事業所こだま）
○松阪市障害者相談支援事業
障がいのある方の福祉に関する様々な問題につ
いて相談に応じ、必要な情報の提供、福祉サー
ビスの利用援助を行うほか、権利擁護のために
必要な援助も行います。
また、松阪市障がい者地域自立支援協議会につ
いて、松阪市とともに事務局として、その円滑
な運営に協力します。

○松阪市障害者地域活動支援センター事業
精神障がいのある方の社会復帰を促進するよう、デイケア、カラオケ、音楽、バレーボールのクラブ
活動を行います。

この他、次の業務を行っています。
○障害支援区分認定調査業務
○地域移行支援事業（指定一般相談支援）
○地域定着支援事業（指定一般相談支援）
○精神障がい者相談支援センター事業（大台町）

行事予定
・松阪市デイケア
6/2 （木） 外食、散歩
6/16（木） 調理実習、ビデオ鑑賞
7/7 （木） 調理実習、脳トレ・ゲーム
7/21（木） 外食、斎宮歴史博物館
8/4（木） 外食、パワーセンター
8/18（木） 外食、カラオケ
・大台町デイケア
6/14（火） 調理実習、体操・ノルディックウォーキング
6/28（火） 調理実習、卓球
7/12（火） 調理実習、献立作り勉強会
7/26（火） 調理実習、体操・ノルディックウォーキング
8/9（火） 調理実習、カローリング
8/23（火） 調理実習、ゲーム大会（童謡・カルタ等）
・こだまクラブ（バレー、音楽、カラオケ）
6月

7月

8月

バレーボール

4 日(土)、18 日(土)

2 日(土)、16 日(土)

6 日(土)、20 日(土)

音楽

2 日(木)、16 日(木)

7 日(木)、21 日(木)

4 日(木)、18 日(木)

カラオケ

9 日(木)、11 日(土)、 9 日(土)、14 日(木)、
23 日(木)、25 日(土)

23 日(土)、28 日(木)

13 日(土)、
25 日(土)、27 日(木)

松阪市デイケア、こだまクラブ参加者募集中！！
精神障がい者の社会参加・社会復帰を促進するために、デイケアやクラブ活動（バレーボール
クラブ、音楽クラブ、カラオケクラブ）を行っています。
・松阪市障がいあゆみ課
0598-53-4056
・障がい者相談センター【マーベル】
0598-50-5575・5576
折戸・赤平・伊藤

参加者はまだ余裕がありますので、興味をお持ちの方はお気軽にご相談ください。
☆デイケア・クラブの参加には、主治医の意見書が必要となる場合や、参加費用や決まり等があります。
詳しくは「マーベル内・こだま」職員にお問合せください。
（編集後記）
入社してまだ半年あまりですが、その間に「意思決定支援」について学ぶ機会をたくさんいただきました。
支援とは、ご本人様の表層的な希望を言われるがまま叶えればいいというものではないですし、それが現実的でないこと
も少なくありません。

＊費用の件をここに記載する！
ご家族の希望や、社会、環境と折り合いを付けることも必要ですし、時にはご本人様に新しい価値観を提供することも
重要な支援であると感じています。日々、勉強になることばかりです。諸先輩方のようなご支援ができるよう、精進を重
ねたいと思います。

伊藤

