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2011 年 11 月 18 日発行

生活介護事業所
「けやき」

☎0475（44）2888

境界線
施設長 松島栄一
先日縁あってけやき祭で集めた支援物資をおくっている街である福島県のいわき市四倉と
隣町広野町に行ってきました。ここは、津波の被害もさることながら、福島第一原発から２０
Ｋｍ～３０ｋｍということで、いまだに放射能の数値も高く、その影響も受けている地区とい
うところにあたります。
四倉についたときは、港の施設など多少壊れているところもあるけどという印象を受けまし
たが、町をちょっと歩いてみると建物は立っているけども一階が壊れている。よく見ると解体
ＯＫといった張り紙がある。そんな建物がいくつもありました。街のあちこちから聞こえてく
る音は解体の工事の音でした。そんな建物の道一本、壁一枚隔てた隣では何事もなかったかの
よう(何事もなかったわけはありませんが)に生活が営まれている姿も在りました。そのあまり
にもくっきりとした境に「どうして」といった一種の無常感に似た感覚を覚えた次第です。
また、港にいた年配のご婦人にお話を伺ったところ、その方も家の一階を流され、命からが
ら避難したそうですが、
「年寄りは何人も逃げられなくてなくなった。若い人は何十年もロー
ンがあるから、また直して住んでいるけど、私たちにはその力はありません。」と淡々と語っ
ておられました。今はアパート暮らしだということです。その境目はどうして決まるのでしょ
うか。私たちの日常の生活の中でもこうした境目がついてしまうことはいつでもありうるのだ
と思うと同時に、これでいいのかと改めて思った次第です。
ちなみに隣町の広野町は、原発から２０Ｋｍ～２５Ｋｍと近いということでしょうか、海岸
近くで家が壊れたままで手つかずと思われる集落もありました。この境目も・・・。

1１月・1２月の予定
11 月 21 日(月）～健康チェック週間
11 月 23 日(水）勤労感謝の日（休業日）
11 月 26 日(土） 一松工房祭 10 時～14 時 ※けやきは休業日です。
12 月 23 日(金）天皇誕生日（休業日）
12 月 28 日(水）けやき年内活動最終日

「けやき」冬季休業期間のお知らせ
１２月 29 日（木）～1 月 3 日（火）は、冬季休業期間とさせていただきます。
新年は 1 月 4 日（水）が活動開始日となりますので、よろしくお願いいたします。
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「特別障害者手当」
特別障害者手当」
精神又は身体に著しい重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を要する 20 歳以上の
在宅障害者に手当を支給します。
支給対象

支給対象基準；「昭和 60 年 12 月 28 日社更第 162 号厚生省社会局長通知」による。
（けやきに資料があります。必要であればコピーしてお渡しできます。）

所得制限
支給額
申請手続

本人所得又は扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。
月額 26,340 円（平成 23 度）支給月

年 4 回支給 2 月、5 月、8 月、11 月

申請書が市（区）福祉事務所又は町村福祉担当課にあります。

「在宅重度知的障害者及
在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当
びねたきり身体障害者福祉手当」
身体障害者福祉手当」
在宅重度知的障害者、ねたきり身体障害者、又はそれらの人々を介護する方に支給する手当です。なお、特
別障害者手当、経過的福祉手当及び介護保険給付（年度通算 7 日以内のショートステイの利用を除く。）を受
給している場合は除きます。
支給対象
在宅重度知的障害者
療育手帳の程度が○A の 1、○A の 2、○A、A の 1、又は A の 2 と判定された満 20 歳以上の在宅者、又はそ
の者を介護する家族（障害者相談センターで重度と判定された者でもよい。）
ねたきり身体障害者
自宅において、おおむね 6 か月以上ねたきりで、入浴、食事、排便等の日常生活に人手を必要とする 20 歳以
上 65 歳未満の者又はその者を介護する家族
所得制限 本人所得又は扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。
手当額

市町村によって異なります。

申請手続 申請書が市役所、町村役場にあります。※なお、実施していない市町村もあります。

「心身障害者扶養年金」
心身障害者扶養年金」
心身に障害があるため、独立自活することが困難な者を扶養している者が、その生存中毎月一定の掛金を拠
出し、万一のことがあった場合、後に残された心身障害者に終身一定の年金を給付する制度です。
加入資格
県内に居住する 65 歳未満の者で、次に掲げるいずれかに該当する者を扶養していることが必要です。
身体障害者手帳 1 級から 3 級までの所持者
療育手帳所持者
精神または身体に永続的な障害のある方（精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など）で、そ
の障害の程度が上記１又は２と同程度とみとめられる者
掛金の
掛金の額

月 9,300 円～23,300 円（2 口加入の方 18,600 円～46,600 円）
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支給額

１．年金 20,000 円（2 口加入している者については 40,000 円）
（加入者が死亡し又は重度障害となったとき障害児（者）の生存中毎月支給）
2．弔慰金加入期間に応じた額（加入者の生存中、障害児（者）が死亡したとき）
3．脱退一時金加入期間に応じた額（加入者が任意に脱退するとき）

加入申込手続

市（区）福祉事務所又は町村福祉担当課
※平成 19 年度以前に加入された方は、上記の掛金額と異なっています。
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おかげさまで、先月の「けやき祭」と今月の九十九祭での「けやき」震災支援の物資販売と募金活動

報告
で以下の通り、合計１５，１６７円という金額が集まりましたので、被災地の作業所・施設・事業所、障害
のある人々への支援に使われる「きょうされん自然災害支援基金」へ募金させていただきました。ご協
力ありがとうございました。
10 月７日―８日の「けやき祭」収益金７，１８５円･･･①
「けやき祭」募金 ３，５５７円･･･②
11 月 13 日九十九祭（学園・幼児教室会場）募金等
４，４２５円･･･③
合計(①＋②＋③)

１５，１６７円

※なお、現在も「きょうされん自然災害支援基金」は以下で受け付けております。
郵便振替 口座名義 きょうされん自然災害支援基金口
口座番号 ００１００－７－８６２２５
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編集後記▼施設長に連れられ、東日本大震災の被災地、いわき市四倉に行った。地震や津波の被害は
半年以上たった時点でも、まだあちこちに残る跡から、そのすさまじさを想像できた。▼本来、どんな災害で
も慣れ親しんで暮らしてきたその地に被災後も留まり暮らしていこうとする人は多い。当たり前だ。でも、そ
こは福島第一原発から３０キロ圏内の地。果たして若い働き盛りの人でも、いったいどれだけの人が家を新
しくするだろう？この先もこの地で暮らしていこう、子どもを産み、育て、世代をつないでいこうとする人は一
体どれだけいるのだろう？▼そんなことを被災地に立ってみて初めて感じているうちに、「その地から人々
を引き剥がし、地域社会を根こそぎ壊す放射能汚染の怖さ」に今更ながら気がついた。▼未だ事故原因ど
ころか、現状すら正確に把握できていないのに、それでも原発稼動する姿勢を見せる政界・財界。そこには
原発問題に留まらない、例えば「障害者自立支援法」の問題にも通ずる、この社会の根本的な問題として
の、許しがたい、悲し過ぎるほどの、「人間という存在に対する不敬」を、今、強く、強く感じている。 （西）
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