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　ホスピスというと「看取り」という言葉が思い出され、寂しげな印象を与えます。しか
し、実際に訪れたこどもホスピスは、明るく開放的で生命力にあふれていました。たと
え短い命であっても、子どもは日々成長しています。こどもホスピスは、命に限りがあ
る子どもの成長を見守るとともに、その子の大事な家族を癒し、支えることで、小さな
命を輝かせています。
　日本のこどもホスピスは、数は少ないものの、その発祥とされる英国「ヘレン・ダグ
ラス・ハウス」の取り組みにならって、全国各地に生まれています。今回は、コミュニ
ティ型と医療型のこどもホスピスの取り組みをご紹介します。

こどもホスピス
―大切な小さな命を地域で育てる―

突然、難病の子を持つ親に
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特集

　「TSURUMIこどもホスピス」（以下、

TCH）は、2014年に小児がんや心疾患な

ど、生命を脅かす病気を持つ子とその家

族が不安や孤独をやわらげるために開

設されました。病院でも施設でもなく、

地域に開かれ、地域が支える日本初の

コミュニティ型こどもホスピスです。

　代表理事の高場秀樹さんの長男（9

歳）は難病を患い、高場さんは、長男が

生後2カ月のとき「この先、立つことも、

話すこともできない」と医師から告げら

れた経験があります。

　「ある日突然、難病の子を持つ親にな

り、相談する人もなく、苦しみました。余

命の見えた子どもの成長を見守るとと

もに、同じ境遇の親同士が悩みを話す

場があれば」。

　そう感じたことが、こどもホスピスの

創設につながっています。

　

　TCHは、鶴見緑地公園の東に位置し、

2,000㎡の敷地の中には、２階建ての建

物が建ち、遊びや癒しの部屋が約20あ

ります。

　ドラムセットのある音楽室や五感で

楽しむ感覚遊びの部屋、富士山が描か

れたお風呂のほか、リビングやキッチ

ン、家族風呂、宿泊部屋もあり、もう一つ

の「わが家」としてゆったり過ごせます。

　木目調の内装は、あたたかみが感じ

られ、ガラス張りの廊下からは中庭が見

渡せます。屋外は、遊びの丘、まちの広

場などエリア分けされ、水遊びができる

池、バーベキュースペースや野外シア

ターなどバラエティに富み、まるで小さ

な“まち”のようです。

　「『ここ、何かいいなあ』と小さい子が

言ってくれると嬉しいですね」と高場さん。

　TCHの建物は衣料大手・ユニクロと日

本財団が寄付を出して建設し、年間6千

万円の運営費は、すべて企業や個人か

らの寄付金で支えられています。難病の

子やその家族は無料で使用できます。

　「今日は、何をしてあそぼうか？」。

　この言葉からホスピスの1日は始まり

ます。看護師や保育士などが見守る中、

「楽器をやりたい」「絵を描きたい」「英語

の勉強をしたい」「お母さんの誕生日を

お祝いしたい」、やりたいことを聞いて、

それを思う存分やれる環境を用意しま

す。喜びあえる家族やスタッフの姿に穏

やかであたたかい時間が流れています。

　「その子らしい、その家族らしい時間

の過ごし方を可能な限り叶えてあげた

い。しかし、『家族でバーベキューをした

い』と思っても病院ではできません。

バーベキューの時、親がビールを飲み

たいと思っても難しいですが、ここなら

できることが広がります」

　TCHは、子どもを預かるのではなく、家

族とともに過ごすスタンス。スタッフも、

子どもやご家族と一緒に過ごした「共通

の記憶」を持ちたいと考えています。

　「子どもさんが亡くなった後は、ご家族

と一緒に子どもさんのアルバムづくりを

します。生きた記憶を残しておき、いつ来

館されてもいいようにしています」

　建物の横の原っぱは、地域の人がい

つでも利用でき、カフェスペースも定期

的に一般へ開放。地域の子育てセミ

ナーなどに使われることもあります。ボ

ランティアにも、地域の人や専門職、学

生が登録し、利用家族と一緒に過ごす

ことがあります。

　TCHは、難病の子どもたちと一般の子

どもたちが一緒に遊び、その家族が地

域と自然にふれあえる拠点となり、地域

全体で難病児とその家族を支える基盤

になることを目指しています。

　高場さんに、こどもホスピスにかかわ

る今後の活動について伺いました。

　「こどもホスピスの担い手を育成し、

実践者を増やしていくことで、ゆくゆく

は、日本中にこどもホスピスを増やして

いきたい。難病の子やその家族が特別

視されないように、それぞれの地域で、

自然に根付いてほしいと願っています」

あそび創造広場

「TSURUMIこどもホスピス」

〒538-0035　大阪市鶴見区浜1-1-77
8http://www.childrenshospice.jp/
7info@childrenshospice.jp
問い合わせは、まずはメールで。

●コミュニティ型
　あそび創造広場「TSURUMIこどもホスピス」

難病の子どもの成長を企業と地域で見守る

病院でなく「家」を
たか　 ば　ひで　 き
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　「TSURUMIこどもホスピス」（以下、
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　代表理事の高場秀樹さんの長男（9

歳）は難病を患い、高場さんは、長男が
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楽しむ感覚遊びの部屋、富士山が描か
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ン、家族風呂、宿泊部屋もあり、もう一つ
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　「その子らしい、その家族らしい時間
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い』と思っても病院ではできません。
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族とともに過ごすスタンス。スタッフも、

子どもやご家族と一緒に過ごした「共通

の記憶」を持ちたいと考えています。

　「子どもさんが亡くなった後は、ご家族

と一緒に子どもさんのアルバムづくりを

します。生きた記憶を残しておき、いつ来

館されてもいいようにしています」

　建物の横の原っぱは、地域の人がい

つでも利用でき、カフェスペースも定期

的に一般へ開放。地域の子育てセミ

ナーなどに使われることもあります。ボ

ランティアにも、地域の人や専門職、学

生が登録し、利用家族と一緒に過ごす

ことがあります。

　TCHは、難病の子どもたちと一般の子

どもたちが一緒に遊び、その家族が地

域と自然にふれあえる拠点となり、地域

全体で難病児とその家族を支える基盤

になることを目指しています。

　高場さんに、こどもホスピスにかかわ

る今後の活動について伺いました。

　「こどもホスピスの担い手を育成し、

実践者を増やしていくことで、ゆくゆく
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〒538-0035　大阪市鶴見区浜1-1-77
8http://www.childrenshospice.jp/
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問い合わせは、まずはメールで。

●医療型
　淀川キリスト教病院「こどもホスピス」

心のこもった専門的医療とケアで
人生の大切な時期を支える

　淀川キリスト教病院は、2012年にア

ジア初の「こどもホスピス」の専門病棟

を併設した「ホスピス・こどもホスピス

病院」を開設。今年3月には、淀川キリス

ト教病院へその機能を移転しました。こ

どもホスピスは、重度の障がいのある子

どもたちを対象にした「レスパイト（短期

入所、ショートステイ）」と小児がんの緩

和ケア入院を受け入れています。副院長

の鍋谷まことさんは現状についてこう話

します。

　「医療の進歩に伴い、人工呼吸器を使

用するなど医療的なケアが必要な重症

心身障がい児（重症児）が増えています。

お子さんが自宅で過ごせること自体は

喜ばしいことですが、ケアを全面的に担

うご家族の負担は大きく、それを支援す

る体制は十分ではありません」

　同院では、こうした重症児の増加に応

えて、ご家族のサポートを含めた「子ど

もを中心とした支援」を行っており、現

在、登録者は340人を超えています。

　「重症児を持つお母さんは、夜もとこ

ずれ防止のため体の向きを変えたり、

痰の吸引をしたり、十分な睡眠がとれな

いのが日常です。自分の時間は少なく、

仕事に就くことなどは、なかなか難しい

のが現状です。世間には“子は親がみる

「友」として関わる

難病児を支える
地域の拠点に

こどもを中心とした支援 “第2の家”として
こどもホスピスなべ　たに
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もの”という考えがありますが、親が過

労で倒れたら子どもの行き場所がなく

なります。そのためにもレスパイトを利

用してリフレッシュしてもらう必要があ

ります。」とは看護課長の羽鳥裕子さん。

　レスパイトは、家族の休息や運動会

などきょうだいの行事、冠婚葬祭、家族

の病気や治療のときなどに利用されて

います。子どもの病状に異変があった時

も、医療型こどもホスピスなら、すぐ診

療できるので安心です。

　こどもホスピスは、一般的な病棟とは

違う、開放的な空間です。「ひかりのへ

や」「音楽室」「おうち」など様々なスペー

スがあり、きょうだいも一緒に利用でき

ます。おうちコーナーは壁全面がホワイ

トボードになっており、自由に絵が描け

るので子どもたちに人気のスペースで

す。イベントでは、ホスピタル・クラウン

やお笑い福祉士、音楽療法士などが訪

れ、子どもたちや家族、スタッフ、ボラン

ティアと一緒に楽しい時間を過ごすこと

ができます。

　そんな環境のなか、子どもたちに変

化が見られます。

　「食べたり、動いたりがスムーズに

なったり、表情が出てきたりします。する

と、ご両親も自信を持たれます。子ども

たちの可能性が見いだせるイベントを

行っており、子どもの成長や可能性を実

感する機会になっています。また、イベ

ントで子どもがつくった作品をみること

で、お母さんたちもとても喜んでいま

す。」と羽鳥さん。

　こどもホスピスの初回利用では、看

護師が子どもの病状や生活環境につい

て２時間以上、ヒアリングします。

　「出産時からの経緯、子どもの一日の

過ごし方、学校の環境や、寝るときのパ

ジャマはどんなもので、電気はどうする

か、そこまで徹底し、自宅の環境に近づ

けています」と看護師の樫埜純子さん。

樫埜さんは、治すことがゴールだった小

児病棟の現場から、支えることが目的の

ホスピスに異動したことで意識が180

度変わったそうです。

　「当時は、患者さんには必要なことし

か聞かず、コミュニケーションが不十分

でした。ここでは時間が許す限りお話を

聞かせてもらっています」

　こどもホスピス開設５年目。鍋谷さん

に今の想いをお聞きしました。

　「当院は、1989年に初めて人工呼吸

器をつけた子どもの外出・外泊を実現

させました。“治る”に目標をおくのでは

なく、日々の一瞬一瞬にフォーカスする

ことで、まだたくさんの希望が叶えられ

ることを実感しています。初めての取り

組みは決して平たんな道のりではあり

ませんでしたが“淀キリ”の使命と感じ

ます。今、全国各地で同様の取り組みが

はじまっていることを考えると、私たち

の努力は無駄ではなかったのかなと

思います」

淀川キリスト教病院「こどもホスピス」

〒533-0024
大阪市東淀川区柴島1-7-50
8http://www.ych.or.jp/
50120-364-489
問い合わせは、まずは電話で。

子どもの変化が親の自信に

「治す」医療から
「支える」医療へ

かし　の　じゅん　こ

は　とり　ゆう　こ
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こどもホスピス特集
―大切な小さな命を地域で育てる―

　2011年6月号（67号）でご紹介した奈

良・東大寺での親子レスパイトハウスの

その後について取材しました。

　特集「難病と闘う子どもたちとその家

族に心休まる豊かな時間を～奈良・東

大寺での親子レスパイト・ケアの試み

～」を掲載してから、早くも6年が経過

し、その後の活動についてお話を伺い

に東大寺の境内にあるレスパイトハウ

スを尋ねました。

　奈良親子レスパイトハウスは、難病や

重い障がいがあり、家で治療を続ける

子どもたちとその家族が、主治医やス

タッフとともに日帰りや宿泊することが

でき、奈良の豊かな自然・歴史・宗教的

環境の中で、人との出会い、動物、植物

とのふれあいを通じて、ともに生きるこ

との意味や喜びを知る時間を過ごせる

場所です。

　奈良親子レスパイトハウスでできる3

つの事を代表の富和清隆代表理事から

お話を伺いました。

　「命が脅かされている、限られている

時間を精一杯生きている子ども、そし

て、ご家族の心労や肉体的負担は大変

大きいものです。ここの

3本柱のひとつは、奈良

ゆかりの料理や食材を

味わうこと、もうひとつ

は、東大寺境内ならではの鹿とのふれ

あいや若草山の散策、大仏殿へのお参

りなどの歴史や自然とのふれあいです。

そして、3本目は「介護する人」「される

人」の関係から離れ、その日出会えたこ

とに感謝する仏教用語でいう「善き友」

として共に同じ時間を過ごすことです」

　さらに「介護される側が負担の対象に

なるのではなく、社会の一員として大き

な役割があることを知り、誰もが、疾病や

障がいの有無に関わらず深く豊かに生

きることができることに気付くところで

す。命は、長く生きるではなく、深く生きる

ことが重要なのだから」と富和さん。

　親子レスパイトハウスは治療施設では

ないので、家で治療を続ける子どもとそ

の家族が、主治医などに相談し、主治医

がつきそうことで利用できます。オープン

されてから80組の利用がありました。

　最後に、富和先生からウェルおおさ

かの読者へメッセージをいただきまし

た。「奈良から始まった親子レスパイト

が、少しでも多くの人に知られ、全国に

広がり、そして充実するように、ボラン

ティアスタッフや寄付金の支援をお願

いいたします」

社会福祉法人　東大寺福祉事業団　

奈良親子レスパイトハウス

〒630-8211　奈良市雑司町406-1
8http://www.nara-oyako.org/
7nara.oyako.respite@gmail.com
問い合わせは、まずはメールで。

●レスパイト・ケア
　奈良親子レスパイトハウス

介護する人・される人にとらわれず
深く豊かに生きるために

乳幼児や障がい児・者、高齢者などを
在宅でケアしている家族を癒やすた
め、一時的にケアを代替し、リフレッ
シュを図ってもらう家族支援サービ
ス。施設への短期入所や自宅への介
護者派遣などがある。日本では1976
年に「心身障がい児(者)短期入所事
業」の名称で、いわゆるショートステイ
として始まった。

【レスパイト・ケアとは…】

とみ　わ　きよ　たか



講座案内

新任職員としての役割を遂行するための基
本を習得し、キャリアアップの方向を示唆し
ます

市内の福祉関係施設・
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申し込み多数の場合は抽選です。締め切り後に、事業所あてに決定通知を送付します。

大阪市社会福祉研修・情報センター　〒557-0024 大阪市西成区出城2-5-20
a06-4392-8201　b06-4392-8272　dhttp://www.wel-osaka.jp　7kensyu@shakyo-osaka.jp上記の会場・申込・問合せ先

◆市民向け講座の申込み方法◆
ハガキ・FAＸ・メールに次の必要事項を記入して、お申し込みください。（当センターホームページや電話での申込みも受け付けます。）
〔必要事項〕①講座名　②名前(ふりがな)　 ③郵便番号・住所　④年齢　⑤電話番号　⑥大阪市在住でない場合は、勤務先または学校名と所在地
介護実習講座お申し込みの方は⑦介護経験の有無（有の人は年数も記入）

市内在住、在勤、在学の方

講座名 日　時 受講決定 講　師 内　容 その他

キ
ャ
リ
ア
パ
ス
対
応
生
涯
研
修

初任者コース

●市民向け講座

●福祉従事者向け研修

関西福祉科学大学
准教授　橋本 有理子
京都西山短期大学
講師　西川 友理

定員 50人
締切 6月26日
受講料 9,000円+
テキスト代

チームリーダーとしての役割を遂行するた
めの基本を習得し、キャリアアップの方向を
示唆します

8月18日（金）・
31日（木）
9月7日（木）
10：00～17：00

チームリーダーコース

大阪国際福祉専門学校
教務主任　川東 光子
大阪教育大学
教授　新崎 国広

定員 50人
締切 7月3日
受講料 9,000円+
テキスト代

ストレス発生のメカニズム等の基本を学
び、援助者がストレスに適切に対処するた
めのセルフケアの知識を身につけ、対人援
助者のモチベーション低下や燃え尽きを予
防します

7月26日(水)
13:30～16:30

【メンタルへルス研修
一般職員対象】
ストレスマネジメントを学ぶ

当センター
メンタルヘルス相談員
臨床心理士
鈴木 博子

定員　50人
締切　6月15日
受講料　1,500円

•リスクマネジメントとは
•損失発生のメカニズム
•リスクマネジメント・プロセス
•事故防止とリスクマネジメント
（事故報告書、ヒヤリハット報告書など）
•各自職場の状況と対応を考える

8月29日（火）
10:00～16:30

兵庫県対人援助研究所
主宰　稲松 真人

定員　50人
締切　7月27日
受講料　3,000円

精神障がいのある人に対する基本的な支
援方法を理解するとともに、ご本人が本来
有する能力や強さ（ストレングス視点）に焦
点をあて、今後の支援につなげる講座です

8月1日（火）
9月22日（金）
10月19日（木）
11月16日（木）
全日
10:00～17:00

大阪市立大学
助教　清水 由香

定員 24人
締切 7月3日
受講料 12,000円

認知症介護に携わる者が、その業務を遂行す
る上で基礎的な知識・技術とそれを実践する
際の考え方を身につけ、チームアプローチに
参画する一員として基礎的なサービス提供を
行うことができるようになる研修です

8月29日（火）
9:30～17:10

【認知症介護研修】
基礎研修 第2回

大阪市
認知症介護指導者

定員 100人
締切 7月19日
受講料 4,000円

【障がい福祉関係研修】　
精神障がいのある人と家
族への支援実践講座～高
齢者を中心に支援してい
る福祉援助職のための～

【リスクマネジメント研修
一般職員対象】
リスクマネジメントの基本
理解と福祉職員としての
心構え

大阪市内の介護保
険施設・事業所等に
勤務する方

介護を初めて行う方に、介護への認識・興
味を深めてもらうため、基本となる簡単な
介護を体験します

木曜日クラス
8月17･24･31日
10:00～12:30

専門学校講師、訪問指
導員など

入門コース
開講日の約1週間前
に受講証をお送りし
ます

定員 20人（先着順）
希望される方は、お
問い合わせください
受講料　500円
（資料代、保険代）受講当
日に現金で申し受けます

介
護
実
習
講
座

社
会
福
祉
講
演
会

高齢者の方の食事に関する特徴や形態、
栄養について理解するとともに、身体状況
に応じたメニューや調理方法などを実習に
取り組むことで学びます
※１テーマから申込み可

8月18日(金）
介護食
8月19日(土)
電子レンジ活用法
13：00～16：00

介護者のための調理
講座

受講日の約10日前
に受講証をお送りし
ます

定員 各14人
締切 8月4日
受講料　各800円
（材料代、資料代、保
険代）受講当日に現
金で申し受けます

福祉・介護サービス分野における人材を確
保していくためには、スタッフの資質向上
のための「キャリアパスの仕組みの構築」
が重要です。さらに、働きながら、資格が取
得できるように配慮するとともに、業務を
通じて必要な知識、技術を習得できるよう
な体制の整備、あるいは職場内外におい
て必要な研修を受講できるように努めるこ
となど、生涯を通じた研修体系を構築する
ことが求められています

6月9日(金)
10:00～12:00
受付時間
9：30～10：00

関西福祉科学大学
教授　津田　耕一

「職員の定着・育成と
キャリアパス」

申し込まれた方は、
受付時間に会場へ
お越しください
定員を超えた場合の
みご連絡します

定員 80人（先着順）
締切 6月7日
無料

大地の会
大阪市在住地域
活動栄養士の会（ （
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　同心会（会長　右田紀久惠：大阪府立大学名誉教授）
では、大阪市内で社会福祉の実践を行っている団体、グ
ループ及び個人が自発的に研究活動を行い、その成果を
まとめた「大阪市社会福祉研究第39号」の掲載論文か
ら、特にその内容が優秀と認められたものに対して、3月
6日（月）、大阪市社会福祉研修・情報センターにおいて
「研究奨励賞」及び「「研究努力賞」を授与しました。

●研究奨励賞　◆「意思決定支援の「落とし穴」～知的障がいのある人の支援事例を通して考える～」
　　　　　　　 岩崎 隆彦・加藤 啓一郎・黒田 千珠・後藤 美和・酒井 郁恵・松村 昌子・村井 千都

●研究努力賞　◆「阿倍野区社会福祉施設連絡会　障がい児者部会における　これまでの実践と今後の可能性
　　　　　　　　 ～つながりと支えあいのまちづくり～」
　　　　　　　　植田 辰彦・岩井 智裕・加森 とし恵・佐藤 禎真・西森 伸子・松本 卓郎
　　　　　　　◆「住吉区山之内地域の見守り活動の実践」
　　　　　　中嶌 千晴・増田 光彦

受賞論文

同心会が「研究奨励賞・研究努力賞」を授与

3月6日に開催された授与式での受賞者と選考委員との記念撮影▶

ウェルおおさか 2017.6.vol.108◉6

福祉・介護職員の
キャリアデザインノート
受講履歴管理手帳
定価 ６００円（税込）

福祉・介護専門職の
キャリアアップをサポート！

福祉援助職として、プロフェッショナルの
力を高めるため、生涯にわたる学びを指
し示す「大阪市福祉関係従事者生涯研修
体系図」と、これまでの研修受講が記録
できるシートがセットになった「福祉・介護
職員のキャリアデザインノート 受講履
歴管理手帳」を販売しています

●A４判・リングファイル　●人生カレンダー           
●キャリアデザインシート（ワークシート編）2ページ　
●大阪市福祉関係従事者生涯研修体系図
●受講履歴管理ページ（受講履歴シート編）9ページ　
●ビニールファイル４枚

（内容）

発行者：大阪市福祉人材養成連絡協議会 大阪市社会福祉研修・情報センター
問合せ・申込み先：a06-4392-8201　b06-4392-8272
　　　　　　　　7kensyu@shakyo-osaka.jp

これ１冊に
受講履歴を
ファイリング。

修了書や研修資料を
まとめて

保存できます!



※この稿は、2005（平成17）年に大阪市社会福祉研修・情報センターで開催された「社会福祉史の市民講座」の聴き取りをもとにまとめたものです。

大阪府方面委員活動の発展
－苦闘の姿から学ぶ－①
日本福祉大学 名誉教授 永岡　正己

本稿は五話完結の第一話です。

西野田第一方面事務
所の風景

福
祉
の
歴
史
散
歩 

大
阪
の
福
祉
の
源
流
を
た
ど
る

　１９１８（大正７）年に創設された大阪
府方面委員制度は、１９２４（大正１３）年
には大阪市のほかに、堺市２方面（翌年４
方面に拡充）、１９２７（昭和２）年には岸
和田市に２方面が設置され（計４６方
面）、方面委員数も９００名を越えました。
１９３１（昭和６）年１１月には、救護法の
実施（１９３２（昭和７）年１月）に対応し、
大阪市内中央部（上町、船場、西船場な
ど）ほか、泉南、泉北など各郡へと設置を
広げ７７方面となりました。
　救護法施行による委員定数は、大阪市
１１００名、堺市６０名、岸和田市３５名、
他各町７１名、計１２６６名でした。その
後、方面委員令の制定（１９３６（昭和
１１）年より、戦時体制で行政体制の整備
が図られ、１９３８（昭和１３）年１０月には
１００方面を越え、１９４２（昭和１７）年
には１６６方面、１９４３（昭和１８）年には
大阪市の分増区改正によって、大阪市内
では６２方面廃止、６５方面が新設され、
府全体で１６１方面となりました。戦争末
期の１９４４（昭和１９）年９月現在では、
市内は６５方面のままですが、全体では
１９５方面まで増えています。
　草創期の大阪の方面委員制度は、全国
のモデルとして視察も絶えず、小河滋次郎
らの構想は、委員の熱心な取り組み、方面
常務委員会や月番制度等を通した研修機
能の維持、社会資源との連携、方面委員
精神の確認によって、全国の活動に主導的
な役割を担っていました。しかし、この制
度が全国に普及し、制度として確立するに
つれて、制度の持つ特徴を継持しつつも、
方面委員制度の組織機構と活動内容と性
格に変化をもたらしていきます。
　昭和初期から戦時下に至る過程は、次
の４つに整理できます。第一には救護法
制定・実施、第二に方面委員令による法
制化、第三に戦時体制への移行に伴い第
二期事業に踏み出してからの戦時的展
開、そして第四に大阪市の区改正に伴う
再編による方面の変化です。
　まず、制度創設１０年が経過した後、制
度の二つの課題が明確になっています。
一つは初期の活動を経て組織をいかに確
立し、有効な連携・協働を進めるかとい
う基本的課題です。もう一つは、大正デモ
クラシーから昭和恐慌へ至る社会状況と
救護法体制への移行の課題に対応しなが
ら進行する制度化と行政による統制の強

化の問題です。そうした背景から、昭和
初期から組織と財政基盤の整備がなさ
れ、大きな諸規定の改正がなされていき
ました。
　基盤整備には４つの特徴があります。
第一は、方面委員組織体制の強化・拡充
と行政との一体化です。運営に関しては
当初からの顧問、幹事のほか、当初から
方面委員と行政、警察をつなぐ位置にあ
った公務員や警察官が、学校関係者とと
もに１９３０（昭和５）年の方面委員規定
改正により方面賛助員として拡充されま
した。また顧問の設置も各方面に広げら
れています。
　第二は、月番制度、方面常務委員連合
会組織が確立し（のち１９３９（昭和１４）
年に月番制度は３区域に分けた方面組織
に改組され、常務委員連合会は市部会、
郡部会、市郡連合会に区分した方面常務
委員会に改組）、活動組織および後援会
組織の整備の強化が図られました。ま
た、常務委員連合会の決議により、緊急
時に常務委員連合会及び月番方面に代わ
る方面理事会（常務委員により構成）、
１９３１（昭和６）年には方面委員銓衡委
員会規程や方面事務所処務規程準則が
新設され、制度はより組織的で公的な性
格を強めていきました。小河滋次郎の構
想は、林市藏の主導による改革によって
ボランタリズムと公的性格の二重の特質
を保ちつつ、行政補完的役割を強めてい
ったといえるでしょう。
　第三は、嘱託産婆（のち助産婦）や嘱託
医配置の整備と関係機関との連携です。
各方面には行政吏員（公務員）と警察官
が組織に入り、行政協力や治安維持の働
きも持っていましたが、医療面を考える
上で、産婆や医師の配置が欠かせません
でした。大阪市医師会が１９２０（大正
９）年に嘱託医の配置を申し出てから順
次整備されていきました。熱心な方面で
は嘱託医、顧問医（３０年代半ばにはより
拡大した篤志顧問医の名称もあり）の配
置が進められています。
　各方面の嘱託産婆は、１９２２（大正
１１）年方面婦人保護委員の設置が提案
され、各方面３名定員で規程が検討され
ていますが、主要方面に徐々に設置され
ました。その後すでに嘱託産婆を設置し
ていた大阪毎日新聞慈善団の支出によっ
て１９２３（大正１２）年から大幅に増員

設置されました。（「方面婦人保護委員
服務規程案」大阪府、１９２２（大正
１１）、謄写版など）。
　また１９２９（昭和４）年から順次設置さ
れた大阪乳幼児保護協会による小児保健
所との連携、済生会病院での医療券によ
る治療や市立病院の低額診療など、社会
事業施設・社会資源があるから可能となる
活動も多く、入浴券も大阪浴場連合会の
寄贈によって行われているなど、連携・協
力の広がりが活動を支えていました。
　第四に、財政基盤の再確立です。大阪
の活動は後援会組織の基盤に立って、救
済活動の財源や方面書記の人件費が充て
られていました。米騒動の義捐金残金が
方面委員後援会と市の市民館設立に用い
られることが決まった時、当初基金の利
子で運用するとの案が強かったのに対し
て、この制度が必要なものであれば必ず
資金は集まるはずとの意見が出され、基
金がそのまま運用にあてられました。こ
れは委員の熱心さと相まって大阪の活発
な活動を根拠づけるものです。
　後援会財政が枯渇した１９２８（昭和
３）年、この当初の見解をふまえて後援会
資金として「１００万円募金運動」が決議
され実施されました。その結果府民の寄
付によって目標が達成さました。１９３７
（昭和１２）年度の各県の方面事業後援
団体の資産比較で見ると、大阪府は約
１２５万円であり、続く岡山県約４２万円
と比べても、極めて多額でした。
　戦時体制に移行する時期より組織の本
格的な改変がなされました。全国的には
婦人方面委員の設置が進み、救護法が実
施される頃には全国で３００人を越えてい
ますが、大阪府では岸和田市に２名が委
嘱されたのみでした。女性方面委員の少
ない理由としては、方面委員が家族ぐるみ
で援助活動をおこなう趣旨をもち、実質
的に方面委員の妻が活動主体であったこ
と、嘱託産婆として女性が約半数の方面
に配置されていたことが挙げられます。
　戦時下にかけては、方面補助員規程に
より婦人、青年の活動補助の委嘱、さら
に方面協力員制度、方面書記における女
性職員の比重が増していきました。大阪
府の方面委員制度が活発な活動を継続
できたのは、方面委員の熱心はもとよ
り、力を発揮できる仕組みがたえず見直
されていたからではないでしょうか。

なが　おか　　　まさ　み

はやしいちぞう お　がわしげ　じ　ろう
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方面委員制度は、今日の民生委員・児童委員制度の前身で、1917（大正6）年の岡山県済世顧問
制度に始まり、翌1918（大正7）年に大阪府方面委員制度が設置されました。方面委員制度創設に
は当時知事の林市藏と、府顧問として社会事業の立案にあたった小河滋次郎によってつくられまし
た。今年は民生委員・児童委員制度創設100周年です。大阪では来年100周年を迎えます。

お　がわしげ　じ　ろう

せん こう



DVD紹介図書紹介

玉井 仁　著　ほか　
日本能率協会マネジメントセンター
2016年
「認知行動療法」をはじめて学ぶ人を
対象とした入門書。難しい専門用語
はできるだけ使わず、マンガを交えて
「認知行動療法」を紹介する。

『マンガでやさしくわかる
認知行動療法』

『お年寄りの作って楽しむ
レクリエーション大百科』

壁面飾り、季節の飾り、施設装飾、折
り紙やぬり絵まで、１０５点のプランを
掲載した本。写真を使用して、作製の
手順をわかりやすく紹介している。

小林 愛子、姫野 順子　監修
講談社　2017年

どんな病気やケガが対象？障害年金
っていくらぐらいもらえるの？働いて
いても収入があっても受給できる？そ
んな疑問に応える一冊。制度のしくみ
&請求のコツをきっちり解説！

松山 純子　著　翔泳社　2017年

『放課後等デイサービス
～障がいのある子どもの生活の質を
高めるための取り組み～』

実際の施設を撮影した映像をとおし
て「放課後等デイサービス」の取り
組みを紹介したDVD。

アローウィン　27分　2016年

成年後見制度を題材にした落語「後
見爺さん」や、弁護士による講演「成
年後見制度の基礎知識」等により、
成年後見制度の基礎的な内容につ
いて、楽しくわかりやすく学べる。

『楽しく学ぶ 成年後見制度』
神奈川県社会福祉協議会　１３２分
２０１７年

原作・重松清の“いじめ”をテーマにし
た小説を映画化。いじめを苦に、生徒
が自殺未遂を起こした中学校へ吃音
の男性教師が着任してくる。うまくしゃ
べれない彼は、その分“本気の言葉”で
生徒たちと向かい合う。

『青い鳥』
バンダイビジュアル　１０５分　２０１２年

図書・DVD新着情報

『これならわかる
〈スッキリ図解〉障害年金』

●大阪市社会福祉研修・情報センター2階の図書・資料閲覧室では、福祉に関する図書・DVD・
ビデオなどを、無料で貸出しております。（認知症、介護技術、手話のDVDや、福祉の関係の
雑誌などが充実しています。）

開室時間：月曜日～土曜日　午前９時３０分～午後5時
休室日：日曜日・祝日（土曜日は除く）・年末年始　a０６‐４３９２‐８２３３

「こどもホスピス」関連本を紹介

「輝く子どものいのち～こどもホスピス・癒しと希望～」
鍋谷まこと、藤井美和、柏木道子 編／いのちのことば社／2015年

日本で、そしてアジアで初めて大阪で設立された「こどもホスピス」。
いのちを懸命に生き抜いた子どもたちとその家族、それを支える人たちの言葉
から、いのちの尊さと、愛し愛されることの大切さを考える。

ウェルおおさか 2017.6.vol.108◉8

図書・資料閲覧室からのお知らせ
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帽子装着型キーボードスティック

資料提供
HUMAN 岡 田 英 志さん今月の自助具　

問合せ▶大肢協ボランティアグループ・自助具の部屋
　　　　a06-6940-4189（月・水・金  10：00～15：00）

主な適応疾患・対象者▶●両手が使えない方
機能・特徴▶
●スティックを口にくわえないので唾液で汚れることがない
●歯への負荷がないので歯の変形が起こらない
●話しながらキーが打てる
使い方▶
●帽子のつばにキーボードスティックを固定するホルダーを取り付
けホルダーのスポンジ部でスティックを固定して、キーを押す

●たっちあっぷ® ひざたっち 
利用者が前に倒れる心配をなくし、抱え上げ介助
が不要になり、介助者の負担を軽減できます。クッ
ション膝当てにより、利用者の膝折れの心配がな
く、安心して車いすやトイレに移乗できます。

●バディー
天井と床で突っ張らせて固定するの
で、単体での使用のほか、複数本を連
結して使用しても抜群の安定性を発
揮します、また付属品との組合せで
用途がさらに広がります。

後
方
か
ら
の
介
助
で

介
助
者
の
負
担
を
軽
減

膝
折
れ
の
不
安
を
解
消

あっという間に設置完了
いろんな場所であなたを支える

突っ張ることで
しっかり固定できる
垂直型てすり

●アットグリップ
工事が不要であっという間に手すりが設置できる
から、住宅改修が不要です。上下左右柔軟に対応で
きるから、段差位置や動線上にある障害物の有無
など、さまざまな場所で利用できます。

手すりで
転倒事故を防ぐ

健康生活
応援グッズ

公益社団法人関西シルバーサービス協会 事務局
〒542-0065　大阪市中央区中寺1-1-54　
　　　　　　  大阪社会福祉指導センター内

問合せ

a06-6762-7895  b06-6762-7894
dhttp://kansil.jp

６月は食育月間！毎月１９日は食育の日です

あなたのお口は健口（けんこう）ですか？
問合せ▶大阪市健康局健康推進部健康づくり課　a06-6208-9961

問合せ▶大阪市健康局健康づくり課（成人保健グループ）　a０６-６２０８-９９４３

やってみよう！
たのしく食育

　歯周病は、気付かないうちに徐々に進行していくことから「沈黙の病気」とも言われて
おり、成人期以降の歯を失う一番の原因になっています。また歯周病は、肥満、心疾患、脳
梗塞など、全身の健康と関連があることが分かっています。
　自分の歯でおいしく食べられることは人生の楽しみのひとつです。歯周病にならない
ようにするために、定期的に歯周病検診を受けましょう。

●歯科健康相談（個別相談）
3大阪市民
5無　料
2各区保健福祉
　　　センタ－

●歯周病検診（問診・口腔内診査）
340・45・50・55・60・65・70歳
（昭和22・27・32・37・42・47・52年の1/1～
12/31生まれ）の大阪市民
5500円（生活保護世帯・市民税　
　　　非課税世帯の方は無料）
2市内取扱歯科医療機関（要予約）

Y胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診、骨粗しょう
　　　症検診、Ｂ・Ｃ型肝炎ウイルス検査（特定健診と同時実施）
Y対象者や費用等がそれぞれ異なりますので、詳しい内容は下記までお問い合わせください。

大阪市で受けることができる歯周病検診と相談

大阪市では歯周病検診以外の検診も実施しています
種 別

対象等

「栄養バランスを考えましょう」
　生涯にわたって健やかで豊かな生活を過ごすためには健全
な食生活の実践が重要であり、一人ひとりが栄養バランスに
配慮した食事をとる必要があります。食事バランスガイドを活
用し、毎食｢主食・主菜・副菜｣をそろえて食ベる食習慣を実践
しましょう！

野菜・いも・きのこ・
海藻などを
使った料理

副 菜

主 食
ごはん・パン・めん

などを
使った料理

肉・魚・卵・
大豆製品などを
使った料理

主 菜

かしこくたべよ！

食事バランスガイドについて、詳しくは農林水産省ホームページをご覧下さい 食事バランスガイド　農林水産省 検索
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〔広告〕

パンフレットやカタログなど、
作りたいものがカタチにならず困っていませんか？

当社なら企画から取材・撮影・デザイン・
印刷・納品にいたるまで、各専門スタッフが、
お客様のイメージをトータルでカタチにします。

※詳しくは下記までご連絡ください。

〒530-0045 大阪市北区天神西町8-19 法研ビル5F
TEL：（06）6362-1511（代）  FAX：（06）6362-1510  E-mail：info@ad-emon.com

カタチ
にする
プロ

ドローンによる空撮行っています！

メンタルヘルス相談福祉
職員の

相談・予約電話

大阪市社会福祉研修・情報センター

予約方法　上記番号へお電話ください。
平日 9時30分～21時　土・日 9時30分～17時

06-4392-8639
7k-kanri@shakyo-osaka.jp

お気軽にご相談ください。
疲れやすい、やる気が出ない、眠れない、
対人関係がうまくいかない…など、仕事上の
ストレスなどから生じる悩みの相談窓口です。
ご本人だけでなく、同じ職場の上司や同僚の方から
相談いただくこともできます。
●対　　象
　大阪市内在住又は市内にお勤めしている福祉職員
●相談方法
　電話または来所（まずは、ご予約ください）
●相談日時
　毎週土曜日と第1・3水曜日
　土曜日の場合は、祝日も実施（年末年始は休み）
　いずれも午前9時30分～午後4時
●相 談 員
　臨床心理士

●相 談 料
　相談無料 秘密厳守

ハローサンキュー



研修関係の問い合わせ
図書・資料閲覧室の問い合わせ 午前９時～午後５時

午前９時～午後９時（土・日曜日は午後５時まで）
（会議室の申込・お支払いは午前９時３０分～午後５時）

直通電話番号項　　目 お問い合わせ時間

０６‐４３９２‐８２０１
０６‐４３９２‐８２３３

午前９時～午後５時

会議室など利用の問い合わせ ０６‐４３９２‐８２００

僕の赤い糸は、彼でした。
ペンネーム なごみさん（平成28年度「人権に関する作品募集事業」キャッチコピー　一般の部　大阪市長賞）

交通／ご来所には［市バス］［JR］［地下鉄］をご利用ください

市バス

市営地下鉄・四つ橋線・御堂筋線

JR大阪環状線・大和路線
「長橋二丁目」バス停すぐ
52系統（なんば　～あべの橋）

所 在 地
設置主体
運営主体

電 話
ファックス
U R L

／〒557-0024 大阪市西成区出城2丁目5番20号
／大阪市
／（指定管理者）
　社会福祉法人 大阪市社会福祉協議会
／a06-4392-8200（代表） 
／b06-4392-8206
／http://www.wel-osaka.jp/

「花園町」駅（①・②出口）から徒歩約15分
「大国町」駅（⑤出口）から徒歩約15分

「今宮」駅から徒歩約9分

〔テーマ〕LGBTなどの性的少数者をめぐる人権

貸室ご利用の皆様へ
　空室状況を公開し、ＦＡＸによる申し込みを受け付けています。

利用日の6か月前（6か月前の同じ日）から、電話や窓口で予約いただいた   
うえ、所定の用紙で申し込みください。
受付時間は午前９時３０分から午後５時まで

空室状況をホームページに掲載しています。1

b06-4392-8206
※ＦＡＸでの申し込み可能な期間は、利用日の6か月前の午前９時３０分から
利用日の３日前までです。

空室状況は、ホームページの「貸室のご案内」→「空室一覧」に、ＰＤＦで6か月分掲載。

利用申込の受付は6か月前からです。

a06-4392-8200

C E N T E R  I N F O R M A T I O N

（単位：円）

午　前
9：30～12：30

午　後
13：00～17：00

夜　間
18：00～21：00

昼　夜　間
9：30～21：00

会議室

介護実習室
演習室
大会議室

会議室 東
会議室 西

99
45
54
36
18
144

3,800
1,900
2,900
5,700
1,000
5,800

5,100
2,600
3,800
7,600
1,300
7,700

3,800
1,900
2,900
5,700
1,000
5,800

11,400
5,800
8,600
17,100
3,000
17,400

4
　
階

5階

時間区分
室区分　利用人員のめやす

■会議室等の使用料
利用できる貸室および料金は、次のとおりです。ご予約は利用日の6か月前からです。

ウェルおおさか 検索

「ウェルおおさか」に広告を掲載しませんか
詳しくはお問合せください…▶大阪市社会福祉研修・情報センター
a06-4392-8201　b06-4392-8272　7kensyu@shakyo-osaka.jp
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花
園
町

スズキ自動車

ガソリンスタンド 市営
中開東住宅

市営
出城東住宅

高齢者
在宅支援
センター

国道
25号線な

に
わ
筋

西出口

②出口

国道43号線

ホームセンター
コーナン

ファミリーマート

大和
中央
病院

出城郵便局

鶴見橋商店街

ニトリ

ローソン

国
道
26
号
線

地
下
鉄
四
つ
橋
線

ナニワ
交通

日産自動車

いすゞ 自動車
交番

長橋

南開
南開西

公園

JR環状線

関西本線（大和路線）

市バス 長橋二

Ⓟ

Ⓟ

開館時間／午前9時から午後9時まで（土・日曜日は午前9時から午後5時まで）
　　　　　図書・資料閲覧室は午前9時30分から午後5時まで（月～土曜日）
休 館 日／国民の祝日（土・日曜日と重なる場合は除く）、年末年始（12月29日～翌1月3日）

大阪市社会福祉研修・
情報センターのご案内

2
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