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大盛況！！

９月２３日、１８年度すてっぷ後援会の行事として交流会とオープンハートコンサートが行われました。
午前中の交流会は利用者さんのご家族の声を受けて、現在10カ所に及ぶすてっぷ各部署の紹介と質疑応答
の場をもうける、と言ったものでしたが、初めての企画だったので、役員としてもどんなものになるのかと
若干の不安がありました。
ところが予想に反して、全体の説明の後、分科会（各部
署）に分かれての話し合いの場は、どの部屋も盛り上がり、
時間が足りないぐらいの勢いとなりました。先輩のご家族の
方々の経験談に耳を傾けながらの話し合いはとても有意義で
あったとの声に、役員もほっとすると同時にうれしく思いま
した。
また、午後のオープンハートコンサートでは、最初静か
だった聴衆も一緒に手話をするうちに徐々に引き込まれ、
のり子さんの「皆さんも前に出て！」のかけ声のもと、大

のり子さんと、ステージで熱唱する皆さん！

勢の利用者さんが前に出て行きました。のり子さんの手話
や歌に合わせて楽しそうに踊っている皆さんの姿を見た時、感動で胸が一杯になり、思わず涙がこぼれてし
まいました。そして、この企画を立てて本当に良かったと、心からうれしく思いました。これ迄の聴くだけ
のコンサートもそれはそれで良かったのですが、今回の様に全員で参加して楽しめる様なコンサートもよい
ものですね。これからも後援会では色々な企画を立てて行きたいと思います。
又、今回の行事にあたりまして、コンサートを盛り上げてくれたのり子さんを始めとして、ご協力頂いた
役員や家族会の皆様、スタッフの方々、並びにチケットを購入して下さった多くの皆様、本当にありがとう
ございました。心より御礼申し上げます。
すてっぷ後援会

次は恒例チャリティーアート展！
１２/２（土）３（日）４（月）
ご来場
お待ち申し上げて
おります。

会長 猿木素子
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表１

障害者自立支援法、移行報告
１０月１日移行予定でしたが、３つの事業所は県との
協議の結果、１１月１日移行に変更になりました。県内で
は、２法人のみが移行するということで、認可のため
の申請書類の書き方や職員配置基準の解釈方法な
ど県も国へ問い合わせながらの指導ということもあ
り、随分、時間がかかってしまいました。
最終的に表１のように新事業に移行致しました。
就労移行事業を３つの事業所に分けることは職員
配置上難しく、とらっぱにまとめました。同じように生
活介護事業もわーくはうすすてっぷにまとめました。
これに伴い、利用者さん、スタッフの所属の移動が１１
月１日付で行われ、現在、新体制で新事業に取り組ん
でおります。

すてっぷ交流会
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（

定

）内は現利用者数

員

通所可能な
残り人数

事業所名

事業名

わーくはうす
すてっぷ

生活介護

20人(15)

9人

就労継続(Ｂ型)

20人(20)

4人

社会就労センター
就労継続(Ｂ型)
ぴいす

20人(17)

7人

就労移行

15人(14)

4人

就労継続(Ｂ型)

10人(10)

2人

とらっぱ
※定員の120％迄通所可能
※定員に空きがあります。
通所をご希望の方は、法人本部(TEL027-290-6161）迄
ご連絡下さい

分科会報告

活発に話し合いがもたれた分科会から、「居住支援」をテーマにしたグループの報告を紹介します。
まず「グループホームRUN」の利用者さんのご家族からホーム利用に至った経過や、ホームでの生活について発
表していただきました。参加者は、これからグループホームを利用したいというご家族がほとんどで、活発な質
疑応答が行われました。障がいがあっても安心して地域で暮らせる場所としてのホームへの期待は大きく、これ
から法人としてもご家族の皆様と協力して新しいホーム作りを計画していけたらと考えております。

表２

ホ

ー

グループホーム
（共同生活援助・訓練等給付）
目

的

夜間や休日、共同生活を行う住居
で、相談や日常生活上の援助を行う

介護の必要でない知的障がい者(精
神障がい者)であって、就労又は自立
対象利用者
訓練、就労移行支援等を受けている
者
職

員

定
員
(住居１ヶ所)
定率負担
(利用者負担)
実費負担
(利用者負担)

サービス提供責任者
世話人

ム

の

違

い

ケアホーム
（共同生活介護・介護給付）

福祉ホーム
（地域生活支援事業）
住居を必要としている人に低額な
夜間や休日、共同生活を行う住居
料金で、居室等を提供すると共に、
で、入浴、排泄、食事の介護等を行う
日常生活に必要な支援を行う
知的・精神・身体障がい者
介護を要する知的障がい者
（但し、常時の介護、医療を必要
（精神障がい者）
とする状態にある者を除く）
※群馬県の市町村は、障害程度
障害程度区分２以上
区分５・６の者は除くと決定
サービス提供責任者
※夜間支援
世話人
管理人
体制あり
生活支援員

２人〜１０人

２人〜１０人

５人〜３０人

利用料の１割

利用料の１割

市町村によって異なる（表５）

家賃・食材料費・共益費

家賃・食材料費・共益費

家賃・共益費
※食費は各自で
部屋の光熱費も各自で

①月額負担上限
②個別減免
減額措置
③高額障害福祉サービス費
④生活保護減免
・居室は原則個室
設
備 ・居間、食堂、台所、風呂、洗面所、
トイレは共有

①月額負担上限
②個別減免
③高額障害福祉サービス費
④生活保護減免
・居室は原則個室
・居間、食堂、台所、風呂、洗面所、
トイレは共有

市町村によって異なる

・居室は個室で、風呂・トイレ・台所付
き（メゾンすてっぷの場合）

※ケアホーム・グループホームとしてお家を貸していただける方はご連絡下さい。
（個室が４〜５部屋ある一戸建て、アパート、マンションの２部屋でも可）
電話 027-290-6161
わーくはうす・すてっぷ 鈴木まで
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地域生活支援事業の対応に市町村格差！！
（更生訓練費、福祉ホーム）
更生訓練費、通所経費支給中止
わーくはうす すてっぷ等の身体障害者授産施設に支給されていた更生訓練費と通所経費の取り扱いが表３のよ
うに10/1から変更になりましたが、市町村によって対応が異なっています（表４）。
支給対象者と収入等の要件が変更になったため、実際に更正訓練費が支給される対象者は大幅に減り、わーくは
うす すてっぷについては、９月末で支給されていた３４名（全員）が新事業移行後は全て支給対象外となります（吉
岡町のみ未定です。９月までは、わーくはうすすてっぷに通う利用者は２２日出勤すると、更正訓練費3,150円と通所
経費6,160円の合計9,310円が市町村から支給されていました。）
それでも今後、就労移行支援事業を希望する利用料自己負担なし（生活保護）の利用者には更生訓練費が支給さ
れる市町村もありますが、前橋市、伊勢崎市については、三障害統一のため、更生訓練費給付事業そのものがなくな
りました。
表３

更生訓練費の取り扱い

更生訓練費支給要項（〜H18年9月）
1.支給対象者

更生訓練費給付事業（H18年10月〜）

施設訓練等支援費（身体障害者更生施設、 就労移行支援事業、自立訓練事業、旧法施設支援を受
授産施設）の支給を受けている身体障害者 ける身体障害者、など

生活保護受給者または利用者負担の対象と
定率負担に係る利用者負担額の生じない者
2.収入等の要件 なる収入から更生訓練費を控除した額が27
（またはこれに準ずる者として市町村長が認めた者）
万円以下の者
3.訓練経費

4.通所経費

通所授産施設
15日以上3,150円
15日未満1,600円

実習及び訓練に要する費用として市町村が認めた額

日額280円
（22日で6,160円）

「地域生活支援事業の実施について」
（平成18年８月１日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）
更生訓練費給費事業 支給額
「平成１８年９月末現在において更生訓練費を受給している者については、その時点
で利用している施設に通所又は入所している施行後３年間は現行支給額を勘案して
市町村が決定した額を支給する」
表４ 10月からの市町村別対応
支給対象者
前橋市
伊勢崎市

収入等の要件 支給される金額

９月末現在において更生訓練費を
受給している者に対する考慮

備

考

更生訓練費給付事業を行わない

就労移行支援事業、
利用者負担額
自立訓練事業、
高崎市
のない者
旧法施設支援を
（生活保護）
受ける身体障害者等

従来通り

旧法施設にはあり
新事業移行後はなし

沼田市
藤岡市
吉岡町

〃
減額
従来通り

なし
〃
あり

〃
〃
従来通り

〃
〃
従来通り

新事業移行後は未定
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市町村地域生活支援事業になった福祉ホーム
−メゾンすてっぷではもう暮らせなくなる！？−

表５

①利用料定率負担（２,３００円/１ヶ月）が提示されましたが、これも市町村によって
対応に格差（表５）
②障害程度区分５〜６の者は「常時の介護・医療を必要とする状態にある者を除く」
という要網を根拠として、福祉ホームにはそぐわないと決定。

市町村別
利用料自己負担

前橋
高崎
渋川
藤岡
沼田
館林

利用者負担
あり
〃
〃
〃
なし
〃

現在、②にあたる方が２名いらっしゃいます。群馬では、重度の身体障がいのある方は、施設入所か自
宅か一般住宅での一人暮らししか生活の場がなくなってしまいました。
自立生活の第一歩となるべき「福祉ホーム」のはずなのに、とても残念です。２ページの表２のように
知的・精神障がい者の福祉的居住支援としては、グループホーム、ケアホームがあり、利用料の自己負
担についても個別減免で社会福祉法人減免（通所７,５００円）よりも少ない利用料でホームも日中活動
事業もヘルパーも利用できます。しかし、福祉ホームには、それも適用されず、かつ、福祉ホームも利用
出来ない、身体障がいのある人たちがでてしまったのです。
所得保証が充分でない中、地域で暮らすことがますます厳しくなっています！！

古紙回収・食用廃油回収のお願い
１２月３日（土）〜５日（月）のチャリティーアート展の期間中午前９時３０分〜午後１２時までの
間に新聞紙１束以上お持ちいただいた方にトイレットペーパー１ロールを差し上げます。
古紙回収・食用廃油回収ともわーくはうす・すてっぷ倉庫前で行います。

バイオディーゼルを精製しています
食用廃油の回収

廃油が軽油の代替燃料に
生まれ変わります。

リサイクル

バイオディーゼル燃料

バイオディーゼルは
●黒煙の発生を減少させます ●市販のディーゼル車に使用できます
●軽油引取税の課税対象外となるため９０円／１㍑で販売しています
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秋の行事 三選
１０/１

障がい者スポーツ大会
天候にも恵まれた、爽やかな秋空の下、
みなそれぞれの種目に汗を流しました。
輪投げチームは初の３位入賞！
みんな頑張りました。

１０／９ 芋煮会
地域の方々をお招きしての恒例行事。
今年はわーくはうす すてっぷ、社会
就労センターぴいす、とらっぱの３施設
総勢100名近くの利用者が鍋対決に腕を
振るいました。優勝はわーくはうす す
てっぷパン製造販売班のホワイトカレー
でした。

１０／１４ 前橋まつりだんべえ踊り
マークの揃いのはっ
ぴを新調して、わー
くはうす すてっぷ、
社会就労センターぴい
す、と ら っ ぱ の 利 用 者 と ス
タッフで楽しくだんべえ踊り
を踊りました。

す

初笑い ぷ寄席
すてっ

立川志ん朝 独演会

参加費
無料！

１月６日（土）１０：００〜１１：３０
前橋市総合福祉会館 ２F 大ホール
主催

わーくはうす すてっぷ

笑う門には福来たる
たくさんの皆さんのご参加をお待ちしております。
楽しく新年をお祝いしましょう。
参加希望者は準備の都合上、１２月１５日までにわーくはうすすてっぷまで
ご連絡下さい。
No28,Nov.2006 Step News letter 5

2002年4月23日 第三種郵便物認可（毎月３回５の日発行）

すてっぷ後援会の年会費を
ご入金頂きありがとうございました！
紙面を借りて御礼申し上げます。紙面の都合で敬称を略させ
ていただくこと、順不同であることをお許しください。
茂木昇・幸子,伊藤さやか,新井豊子,飯島隆光,井田保男,入
間川典子,大熊昭二,樺澤孝,川面佳之,黒澤巻雄,斉藤寛,鈴
木仁志・拓,高野知久,宝田好夫,田中久子,平岩康子,宮内み
どり,石田嘉子,城田幸子,金子由美,中山明・さち江,細野幸
恵,加藤さゆり,栗原良雄,佐藤健一,田島啓史,星野知之,滝
澤久仁子,山口隆志･美由起,大畠良美,金子登,小板橋弥生,
猪熊一之,大竹守夫,佐藤かよ子,関口美香,土屋博正,中澤
梢,平井恵治,福島忠雄,小山陽二,常岡裕,廣瀬明美,小寺玲
子,神田和久,石田正夫,清水文子,中島敬一,木村光子,中島
良之,星野巳喜男,町村幸夫,金井克之,一倉憲一,浦野成章,
清水澄治,竹内淳一,横倉満,堀越久美子,六本木伸一,都木眞
知子,大谷律子,清水敏子,関口潔,吉野美穂,須藤友喜,女屋
勝枝,湯浅久子,女屋やよい,稲村寿一,山本知宏,本山朱美,
萩原尚樹,佐藤剛,川上美知子,高柳勝巳,久保田照子,吉田え
み子,林正人,奥泉雅夫・浩子,小澤恵子,鈴木良昭,茂木秀
隆,浜名明,唐澤隆人,飯塚好光,高橋寿夫,高橋秀夫,西澤幸
子,松房衣子,東要,窪田孝雄,中島京子,福原悦郎,長谷川恒
子,村山健児,春島伸一,森田房江,三木袈裟八,長居由子,立
石幸男,中島照雄,木寺哲雄,戸所清,綿貫由美子,山野内陽
子,糸井徹,森本信江,稲森保弘,島田良子,中野恵子,須藤登
喜雄,坂柳百合子,天田章,川口明日香,根本洋子,大崎健樹,
桜井丈示,峯岸千鶴子,斉藤直子,貞安佳代,関口重美,福田則
行・朝子,丸山良雄,駒形臣子,清水康史,中津山達也,塚越久
雄,森川陽一郎,山岸喜世子,田子謙二,宮内勝美・けい子,さ
るきクリニック,猿木素子,白石春枝,中村紀雄,中川静子,阿
部郁代,鈴木潔,鈴木芳雄,佐藤佐智子,桐生瓦斯株式会社,金
古道子,関健鑑,善方明子,山田文雄,鈴木,円龍寺
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ありがとうございました！
昨年５月遊墨民展でお世話にな
りました（財）日本出版クラブ様
（東京都新宿区）より２３０冊の
図書を寄贈していただきました。
これは、出版クラブの社会貢献活動として毎
年行っている「読書のめぐみ運動」の一環とし
ていただいたものです。
大切に利用させていただきます。ありがと
うございました。

年賀状印刷承ります！
パソコン班
パソコン班では今年も年賀状印刷を行っ
ています。楽しい年賀状をたくさん用意し
ています！
12/15(金)迄にお申し込み下さい。
[写 真] 基本料金2500円 + 20円/枚
[カラー] 基本料金2000円 + 20円/枚

TEL:０２７-２９０-６１６１
pc@s-step.com

クリスマスケーキのご予約受け付けます！
スワンベーカリーのクリスマスケーキの予約を受け付けています。
ファミリーショート、モンブラン、ショコラ・シュニッテン、スノーマン、シュトー
レンの５種類（送料税込¥2,500〜¥3,300）のケーキを指定日にクール宅急便
で配達致します。すてっぷを通して注文頂くと販売手数料がすてっぷに入りますので、ぜ
ひ、すてっぷからの注文をお願い致します。チャリティーアート展でも注文できます。
担当：わーくはうす すてっぷパソコン班 阿部
TEL 027-290-6161 pc@s-step.com
※スワンベーカリーは、ヤマト運輸とヤマト福祉財団が障がい者雇用の場を作り、
自立と社会参加を支援するために設立した会社です。

・わーくはうす すてっぷ
・ヘルパーステーションすてっぷ
・サービスステーションほっぷすてっぷ
・メゾンすてっぷ
・前橋市障害者生活支援センター
・とらっぱ
・ケアホームＲＵＮ
・社会就労センターぴいす
・サービスステーションすてっぷ
発行人
編集人

〒379-2164
〒379-2164
〒379-2164
〒371-0004
〒379-0017
〒371-0017
〒371-0017
〒371-0032
〒370-3523

前橋市東上野町136番地1
前橋市東上野町136番地1
前橋市東上野町136番地1
前橋市亀泉町3−83
前橋市日吉町2−17−10
前橋市日吉町2−17−10
前橋市日吉町2ー29−4
前橋市若宮町4-2-17
群馬郡群馬町福島782−1

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

027-290-6161
027-290-2233
027-290-2240
027-269-7444
027-236-0001
027-219-2525
027-234-3321
027-236-0303
027-372-3456

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
社会福祉法人すてっぷ すてっぷ後援会
〒379-2164 群馬県前橋市東上野町136-1
Tel 027-290-6161 Fax 027-290-6162
www.s-step.com w-step@s-step.com
定価100円

