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2 月 5 日のｱｼﾞｪﾝﾀﾞ	 
司会	 春岡会員	 書記	 鎌田会員	 

場所	 大阪市立社会福祉センター302 号室	 

＊事務局報告＊	 	 和泉	 会員	 

 新リーフレットについて。・・和泉会員より、会をイメージする為一級建築士をアピールした紹介文に変更する提案が出たが、どん

な人が集まっているかよりもミッションを強調すべきで、活動内容をメインに書くべきである等意見有。とりあえず、“共に考えよう

福祉と住環境”のみ決定し、他は見直す事となる。 木工部は子供+高齢者で表示。 

 会員数の報告・・正規会員 40 名 通信会員 6 名  寺岡さん（清水さんの知人）１２月入会。 

 回覧します。	 
・お年賀状：さつきつつじ会/森口氏、池島ふれいあいまつり実行委員会/山田氏	 

・こむりんくセミナー『実践から考える地域貢献活動のコラボレーション』の紹介	 

・『団塊・シニア世代の地域活動実践報告会』の紹介	 	 ・『大阪市ボランティア活動振興基金』の紹介	 

・『生活支援交通づくりのワークショップｉｎ大阪』の紹介	 ・『すまいるネット 22 年度連携セミナー企画募集』の紹介	 

・会報：『For All Vol.61/NPO エフ・エー』 、『おたっしゃ通信第 42 号/NPO フェリスモンテ』、 

『さつきつつじ会だより No124/さつきつつじ会』『ハートつうしん No61/NPO 自立生活ｾﾝﾀｰいしかわ』 

有償ボランティア連絡会報告 中北 会員 

 有ボ連の今後の取組について・・・今年度中に ｢有償ボランティアを考える｣ というタイトルで市民活動についてのセミナー開催

予定。 ・エフ・エーの長福氏より有ボラ活動は手段の１つであってこだわらない等発言有。市民活動を行政にどう訴えるか？市

民が行政に頼りすぎていないか？障害者も地域生活重視の人と施設派とに分かれ、繋がりが弱いのでどうなって行くのか？等

話合った。  

１．研修部会	 	 	 鎌田	 会員	 

 パソコン教室の案内	 2/5(土)	 10：00～社協の 104 号室が取れなかったので受付前のスペースで行いました。	 

２．東大阪部会	 	 	 	 清水	 会員	 

 １月検証活動報告	 
・改造助成：認定審査/高齢 7 件・障碍 3件、完了/高齢 1 件・障碍 6件	 

・介護住改：事前審査 11 件（併用 7件）、事後審査 10 件（併用 3件）	 	 ・活動日数：5日	 （1/6.1/13.1/19.1/20.1/27）	 	 

 その他の活動報告	 
1/6.1/20 改造助成事前相談会：相談者 6組	 	 	 1/15	 10:00～12:30	 定例部会/104 号室	 9 名参加	 

 大阪府下 43 市町村バリアフリー施策（厚労省管轄）調査報告	 

 2 月 9 日	 東大阪介護保険住宅改修研修会	 	 	 3 月 16 日	 改造助成研修会	 

*東大阪市との委託契約に向けて活動の報告書製作中。	 

３．福祉用具部会	 	 	 	 古場	 会員	 

2 月 19 日（土）部会	 場所：ＡＴＣふくてっく事務局 10：00～12：00	 

・今後一年間の活動計画の検討。・車椅子の長時間使用（シーティング）について等。	 

４．木工部会	 	 	 西川	 会員	 

 1 月 22 日（土）ななとこ庵にてお正月明けの「鏡割り」行事が行われました、鏡割りだけでは物寂しいということでふ

くてっく木工部が子ども達向けにミニ木工教室を併せ実施しました。お客様は 50 名位と多くの人々がご参集いただきま

したが残念ながら子ども達は少なくご老体ばかりという状況で、ミニ木工教室も大きく盛り上げることができませんで

した。	 ふくてっくからは当日 4名参加し、大変寒いなかご苦労様でした。	 	 

 2 月度の木工部活動日・・2月 12 日（土）と 2月 26 日（土）の 2日間。10：00～15：00	 場所：ふくてっく工房 
*工房を 3 月か 4 月頃に空けて欲しいと言われているので、新しい工房を探さなければならない。 
５．住環境研究部会	 	 	 	 畑	 会員	 

 住研勉強会	 予定の案内・・2/19（土）高齢者施設（有料老人ホーム）見学：野田 13：30～14：30	 

3/19(土)認知症予防と対策・｢介護地獄｣と｢尊厳死｣等	 

*アジェンダをなぜ一般公開しないのか？と畑会員問い、学集会内容は一般の人も見えるよう苅田会員検討する事となる。	 

＊ぼとむあっぷ＊（	 活動懇談会/検討会議	 ）	 	 	 西川	 会員	 

＊	 理事会の議題について	 3/5(土)10：00～12：00 大阪市立社会福祉センター	 104 号室にて理事、部会リーダー参加予定。	 

＊	 6 月発行の会誌への要望	 	 ・会誌に対してふくてっく内部での反応は良いが、外部からの反応は無い。	 

・4月末に原稿〆切。12～3 月までの活動で外部にアピールする内容で 3月の定例会で確保したいスペースを報告する。	 

＊	 その他	 

・1月の定例会の記録が無いので、佐久川会員の写真を	 ホームページに載せる。	 

・ふくてっくのホームページ・・今までは各部の活動内容を載せていたが、ふくてっくの全体的な活動内容に変え、	 

写真館も模様替えした。会員の為の情報をニュース、コラム欄に乗せて欲しい人は苅田会員まで。	 

・こむねっと部会より青葉園の報告。3月中旬完成予定。	 

ふくてっくでは便所の手摺設置（佐久川会員担当）と芝生はりを行う。3/20・21 あたりで調整→3/26(土)で決定。	 

	 	 ・畑会員｢高齢者施設の災害時緊急マニュアル｣｢病院の災害時緊急マニュアル｣冊子作成。一冊 100 円以上。	 

NPOふくてっく定例会 
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	 	 	 	 	 「間違いだらけのバリアフリー改修」+α	 

講師：山本	 尚子	 

○バリアフリー改修とは・・「障壁となるものを取り除き、生活しやすくする。」	 

しかし・・・適切に行われないと、新しく「バリア」ができてしまう。	 

○残念な事例の数々	 

問題１	 段差解消はスロープを設置すれば解決するのか？→玄関～外部の段差：扉の手前でフラットな部分が必要	 

扉からいきなり急なスロープでは立位が保ちにくい。手摺設置で解消可能。	 

問題２	 浴室床段差解消は、すのこを設置すれば解決するのか？	 

→メンテナンス（干す）のが重労働。長い目で見れば、床をあげた方が良いかも。	 

	 問題３	 浴槽縁の立ち上がりは低いほうがいいのか？→低すぎても出入が困難。	 

	 問題４	 浴室の手摺は何所ににあったらいいのか？→身体状況、動線を確認して設置する。	 

	 問題５	 浴室の開き戸は折れ戸に取り替えた方が良いのか？→開口幅が狭くなるので有効幅を確認。３枚折れ戸も有	 

	 問題６	 開き戸はアコーデオンカーテンに取替た方がいいのか？→がたついて開け難い。有効幅、音、臭いの問題有。	 

	 問題７	 便器のタンクで手を洗うのか？	 

→手が届かない等洗い難いので、別に埋め込み手洗い等設置した方が良いかも。	 

	 問題８	 手摺は持ち易い位置に取り付けるのが原則だがいつ持つのか？	 

→立ち上がりの為の縦手摺は必要だが、座る時の動作確認も行う。	 

	 問題９	 階段昇降機は設置していいのか？→乗ってみると案外怖いので試乗する。頭を打たないよう充分な高さが確

保できているか、障害物が無いか確認が必要。四号建物については自治体により対応が異なるので確認する。	 

	 問題 10	 給湯器のリモコンは浴槽の横でいいのか？→お湯はりの時に手が届くのか確認が必要。	 

	 その他	 ・浴槽の大きさ・形状→つま先がつかない等大きすぎるとおぼれてしまう。背もたれが斜めのものは危険。	 

	 	 	 	 	 	 和洋折衷あたりが使い易い。	 

・洗い場の水栓カランの高さ→シャワーチェアーと水栓金具の高さに注意！洗面台置き場が必要。	 

・急激な温度差で血圧が上昇するので、室内の暖房に配慮する。	 

・ＩＨクッキングヒーター→ガスコンロと操作が違い使いこなせない、鍋が重くて洗うのが大変等要注意。	 

○効果的なバリアフリー改修のために	 

	 ・マニュアル通りが必ずしも良いとは限らない。マニュアルを鵜呑みにせず必ず動作確認を行い、本人と相談しなが

ら改修する箇所だけでなく、全体を見て総合的に判断し方針を決める。	 

・	 階段昇降機、段差解消機等、大型の機器は必ず試乗すること。	 	 	 

○バリアフリー改修に関する制度	 

	 ・介護保険制度	 ・住宅改造費助成事業（高齢と障がい）	 ・日常生活用具給付等事業（障がい）	 	 

・住宅エコポイント：エコリフォーム（窓、外壁断熱）＋バリアフリー（単独は×）	 ・所得税、固定資産税の減税	 

・	 バリアフリーリフォーム融資・・高齢者（満 60 歳以上）の自宅のバリアフリー工事。	 

＋α	 

○東大阪部会による大阪府下４３市町村のＨ２２年度実態調査の報告・・・清水会員	 

	 	 43 市町村の一覧表をふくてっくのホームページに掲載。（ＰＤＦでダウンロード可。）	 

障がい者の自立支援は 40 市町村のみ、高齢改造助成は１０市町村のみ等、同じ府内でも格差がある事を説明。	 

*詳しくはふくてっくのホームページ参照	 

○まきのハイツ集会所の経過報告・・・山本会員	 	 ・Ｈ22	 10/12 着工	 	 11/19 上棟	 	 	 

・	 Ｈ23	 2/1 外部足場除去	 	 2/13（日）13：30～床の柿渋塗装（見学希望者は山本さんまで）	 	 3/6 竣工式	 	 	 

＊名札の回収タイム＊（名札を集めます。返却にご協力ください。）	 

＊にこにこタイム＊	 （会員による、個人の情報発信コーナー）	 

・	 2/6(日)市民音楽祭	 東成区民センターにて開催。	 山本会員、島村会員参加	 

＊初参加者の感想＊（初参加者には例会参加の動機、参加した感想など一言お話いただきますのでご協力ください）	 

無し	 

＊次回例会の司会・書記の予定

＊	 平成 23 年３月 5 日	 

司会：	 樋口	 会員	 五十音順です。予定者の都合が悪い場合は、次の会員が担当となり

ます。司会予定/・松本会員・光川会員・山田会員・秋岡会員	 書記：	 苅田	 会員	 

＊次回以降の予定＊	 

・3月 5 日(土)	 13:30～17:00 頃	 	 	 会場：大阪市立社会福祉センター	 

	 内容	 ■学習会「高齢者住宅の種類と選び方」高齢者住宅情報ｾﾝﾀｰ/ｾﾝﾀｰ長：米沢なな子氏	 ■活動報告・懇談会等	 

・4月 2 日（土）13:30～17:00 頃	 	 	 会場：大阪市立社会福祉センター（予定）	 

	 内容	 ■学習会「新しい NPO 法人のありかた」NPO 自立生活支援センターいしかわ/理事：須戸哲氏■活動報告・懇談会等	 

	 


