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地域のつながり 支え合い
広げていこう、加わろう。

活動紹介
　水島拠点・倉敷拠点
　これからの行事予定

西日本豪雨災害
　DWATでの支援活動を振り返って
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者と様々な出来ごとを共有し、被災者にとって何が必要な

支援になるのかを検討することがとても勉強になりました。

上村：様々な機関と活動したことで、それぞれの目線で必

要な支援を考えることができ濃密な支援へと繋げる事がで

きたのは良かったです。また、笑顔で接する事や親身にな

って傾聴する事など、日頃から福祉支援で心がけている事

が本当に役に立ったと感じました。重苦しい雰囲気の避難

所で、「笑顔で聞いてくれるだけで気が休まる。」との相談

者からの言葉が印象に残っています。

井川：DWATは比較的長く同じメンバーが常駐していた

ため、継続して情報が蓄積でき、それをチーム内で綿密に

共有していた事によって、保健師やJRATなどの他機関か

ら必要とされ、生活面全体を通して重要な役割であること

を感じました。

感じたことを、今後仕事でどのように 
生かして地域づくりを行っていきますか？

小橋：災害発生時の公的支援には限界があるので、地域の

繋がりの中でお互い助け合うことが大切だと感じました。

クムレでは地域公益活動を推進していますが、何かあった

時に身近な人達で考え支えあい、助け合うことの重要性は

災害によって再認識できました。今後も地域との繋がり、

人と人との繋がれる支援をしていきたいと思います。

樋口：今回の経験からコミュニティの大切さを感じました

ので、何が起こっても住民主体で考えて動ける地域づくり

を目指していきたいです。私達の仕事はどこか自分（職員）

達だけで何とかして自分（職員）達が主に動くといったと

ころがありますが、今回の災害、避難所を通して地域力・

住民力（障がい、高齢、子どもも皆一緒）を、どう日頃か

ら活性化させていくかを考えた動きをしていかなければな

らないと強く再確認しました。

武智：今以上に包括的な支援ができるように、普段から地

域住民や関係機関とコミュニケーションを取って信頼関係

を高めていきたいです。関係づくりをしておかないと、必

要な時に必要な支援へと繋げることに支障がでるので、日

頃からの関係づくりに努めていきたいです。

渡邊：災害時など非常事態に一番大事な命を守るための平

時の地域づくりの基本は、人対人の顔の見える関係づくり

が重要であると感じました。みんな自分の力だけで避難し

てきたわけではなく、最終的に人同士が支え合い協力して

いました。クムレでの支援も人との関りを大切に地域づく

りをしていきたいです。

井川：専門職による専門性を生かした支援も重要ですが、

住民同士の支えあいによる精神的安定が重要な要素である

と強く感じました。より住民同士が繋がりを強固なものに

できるよう、障がいのあるなしにかかわらず「お互い様」

の気持ちを持てるような意識の提案や機会をつくり出すこ

とが重要だと感じました。また、自衛の意識も高く持てる

ように専門職が提案できる取り組みも必要に感じました。

西日本豪雨災害　DWATでの支援活動を振り返って

主な活動内容は何ですか？

小橋：７月10日から９月２日までDWATがスムーズに活

動できるように、避難所内外の機関と調整や全体の組み立

てをするコーディネーターとして活動しました。具体的に

はDWATの見立てた提案事項を実現させるための交渉や、

どの時期に何を重点的に行っていくのか整理をしました。

樋口：７月28日から８月１日に薗小学校で「何でも相談」

や保健師さん達と一緒に聞き取りをして回る「ラウンド」

を行いました。また、集いの場に参加し被災者同士が安心

できるような雰囲気づくりや、台風12号が最も接近した日

には体育館で深夜の警護も行いました。

渡邊：７月10日から12日に先遣隊として岡田小学校に行

き、必要な支援の対策避難所にて聞き取りなどの情報収集

をしました。また、他の避難所の状況把握やDWATの活動

と存在を周知してもらえるように広報活動なども行いまし

た。

武智：７月12日から16日に「何でも相談」のブースで、相

談に来られる被災者の要望に対して必要な情報を提供しま

した。また、障がいや高齢者の方と同居されている家族に

対して訪問し、聞き取りから宿泊施設を探し支援者と繋が

るような支援をしました。

井川：避難所の運営安定や行政から出された復興制度の情

報整理を行い、これからの事に対する不安の軽減を主な相

談としての役割を担いました。また、高齢者の廃用性症候

群の防止のために多職種連携し、情報収集と体操教室の企

画提案も併せて行いました。

DWATに参加し、福祉以外の方々と協力して
救援活動を行った事により何を感じましたか？

村川：災害支援は他機関と連携して支援している日常の業

務と大きく変わりませんでした。目的や内容が変わっても

「支え合い、助け合う」といった支援の本質を大切に持ち

続ける事が重要だと確信でき、大きな自信に繋がりました。

避難所外とのやり取りは今までの仕事の中で繋がりのあっ

た機関が多かったので、今までの繋がりを本当にありがた

く感じました。

樋口：他県の福祉チームと活動する中で、自分とは違う関

わりの視点などを学ぶことができました。災害支援に関す

る講習を受けた経験者もいたため、責任や自覚を傍で学ぶ

事もできました。避難所が１つの地域と考え、住民主体で

動けるための支える側として意識した取り組みができたの

で非常に良かったと思います。

渡邊：被災支援の初期は渋滞がひどく、現地入りに時間か

かっていました。その移動時間に他県の被災地支援の経験

岡山県社会福祉協議会が中心となり編成した県内初の災害派遣福祉チーム「DWAT（ディーワット）」が、西日本

豪雨で甚大な被害が出た倉敷市真備町地区で被災者支援に取り組みました。クムレの「ひろば栗の家」にDWAT

対策本部が置かれ、県内外から来られた福祉専門職員の方々がここを拠点に支援活動を行いました。今回は、ク

ムレからDWATに参加した小橋さん、渡邊さん（クムレ地域公益活動推進センター）、樋口さん（コトノハ）、村

川さん（小ざくら夜間保育園）、武智さん（倉敷市鶴心寮）、上村さん（あしたば）、井川さん（倉敷地域生活支援

センター）に活動のお話を聞かせていただきました。

We assis t  it and
help eac h other

岡山県社会福祉協議会　社会福祉法に位置付けられた県域の地域福祉を推進する団体（岡山県社会福祉協議会 パンフレット参照）
DWAT　Disaster Welfare Assistance Teamの略で、災害派遣の福祉チーム
JRAT　Japan Rehabilitation Assistance Teamの略で、災害派遣のリハビリテーションチーム
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人をつなぐ地域をつなぐ。
子どもからはじまり、みんなで支え合う

水島の地域づくり

９月19日に、水島小学校区で開催されているお年寄りのカ
フェ＝おしゃべりカフェに遊びに行きました。
おじいちゃん、おばあちゃんが出迎えてくれ、子ども達は
歓声をあげて駆け寄っていきました。

折り紙でつくったコマ回し大会ではメダルももらいまし
た。「来てくれてありがとう」「また来るね」と、皆が笑顔
になる素敵な時間を過ごさせてもらっています。

活動
紹介

毎月妊婦さんがお友達を誘って参加してくれています。ミ
ニコンサートでは、地域のボランティアの方が楽器演奏や
朗読、読み聞かせなどをして下さり、お母さんとお腹の中
の赤ちゃんに心地良い音をプレゼントしています。
そしてお母さん同士でお茶を飲みながら、赤ちゃんのため

に手づくりのフォトブックやおもちゃをつくるなかで出
産、産後、育児のことについて語り合い、ゆったりとした
ひとときを過ごしていただいています。
ささやかですが、クムレからの祝福の思いを込めたプレゼ
ントもありますよ♡

水島拠点

子ども何でも相談センターはこれまでに「子どもの発達の
ことで相談できる病院や療育機関を教えて下さい」「一時
保育はどうやったら利用できますか？」「学校に行きたが
りません。相談にのってくれるところはありますか？」な
どの相談がありました。私達は、子どもとそのご家庭に寄
り添った支援を行うために、第一に『話を聴く』という共

通認識のもと、相談を受けています。
この度、私達の活動を広く知っていただくための看板作成
や、地域に出向くための専用車両を後援会の助成をもって
購入させていただきました。地域の方々の困りごとに寄り
添い、皆さんと一緒に考え、適切な機関への繋ぎの支援を
行いたいと考えます。

大切にした
い支援の考え方

プレママ
デー

Connect
繋

Grow Up
育

Enjoy
遊

繋（つなぐ）
�地域（子ども）何でも相談、地
域の福祉的課題、制度の狭間に
ある課題を抱えた人への切れ
目のない継続的な支援の推進

学（まなぶ）
卒園後（学齢期）の子どもの居
場所づくり

育（そだつ）
妊娠（祝福）からの愛着形成。
出産後の支援、産科・保健師と
の協働、０歳から就学前までの
切れ目のない支援、さらに“は
たちの姿”をイメージして、多
様な経験を通した切れ目のな
い育ちの支援

暮・働（くらすはたらく）
ひとり親家庭支援連絡協議会
（事務局）の立ち上げ。安心し
て暮らせる“空き家”の活用

遊（あそぶ）
良質な保育の内容充実（三者・
四者面談）と合理的配慮。子ど
もが主体的に活動できる環境
づくり

支（ささえる）
住民と一緒に“ひろば”の魅力
づくりの推進（「あんたも�いこ
うや」の声掛け）フィールドワ
ークを通して地域（水島商店
街）開発

あなたのところ
に

� うかがいます！

運動会では保育園の子ども達、地域の
親子やお年寄りなど様々な人が参加
して、一緒に体を動かして楽しみまし
た。みんなの笑顔が印象的でした。

職員全員で産まれてくる前からの 
支援ができるよう取り組んでいます。
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12月８日㈯
	 子育て講演会　親子コンサート
	 （小ざくら保育園）
12月17日㈪
	 しめ縄づくり（小ざくら保育園５歳児）
12月21日㈮
	 クリスマス会（保育園４園）
12月22日㈯
	 クリスマス会（児童発達支援センタークムレ）
12月23日㈰
	 もちつき（鶴心寮）
12月26日㈬
	 もちつき（保育園４園）
１月　体験学習
	 お正月遊び（児童家庭支援センター）

１月12日㈯
	 もちつき（児童発達支援センタークムレ）
２月１日㈮
	 発表会（児童発達支援センタークムレ）
毎週第２土曜日
	 ふぁんふぁーれ（鶴心寮）
毎月第２金曜日
	 プレママデー（小ざくら乳児保育園）
毎週月曜日・水曜日・木曜日
	 わくわく・ドキドキ保育園体験
	（小ざくら乳児保育園・小ざくら保育園）
毎月第４土曜日
	 ひだまりカフェ　こども食堂
	 （児童家庭支援センター）

12月～２月

子ども達と地域の人々が一緒に食事をつくって食べたり、
創作・体験活動を楽しんだりすることをきっかけに、家や
学校とも違う心の許せる場づくりに取り組んでいます。場
を通して、人と人が繋がり支え合うことで、困りごとが解
消に向い、安心して暮らせる地域づくりを目指して活動し

ています。
また、リーフレット配布によるPR活動や関係する人達に
取組みを伝えることで、必要とする人に繋がることができ
るよう努めています。

保護者の方との座談会を開き、小学生になった子ども達が
楽しみ、くつろげる空間づくりの内容を具体化しつつあり
ます。

就学した子ども達が、学校生活で抱えるストレスを少しで
も和らげられるように、お母さん方と話し合いを重ね、ス
タートの日を迎えたいと考えています。

地域のお店を招いて、集まった皆でお茶やランチをしなが
ら会話を楽しむ「にじいろカフェ」とともに、地域の方と
一緒につくったおいしい料理とお酒を囲んでの「赤ちょう

ちん」も開催しました。こうした機会を通して顔の見える
関係づくりや情報交換をしています。

＆

地域を知り、地域が抱える困り事などを一緒に考えて「繋がり」をつくっていくために
地域に赴き、地域で暮らす人々と対話するフィールドワークを行います。

児童発達支援センタークムレの卒園児を対象に
居場所づくりの準備をしています。

こ れ か ら の 行 事 予 定

Study
学

Live暮
Work働

Support支 と誘い合い、気軽に集まって
楽しく過ごせる活動の推進

「あんたも�いこ
うや」

let's
 enjoy

水島拠点

取組みを
紹介！！関係機関

の皆さん
に
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９月30日の「クラ☆コトフェスティバル」で共同作品を展
示しました。「私・僕の住みたい町」をテーマに、家族ご
とに１枚の絵を描き、それを繋ぎ合わせてひとつの町をつ
くりました。家族全員で描いた・保護者の見守りのなか兄

弟で描いたなど、家族が同じ時間を共有し１つの作品づく
りに取り組むことができた良い機会となりました。

Grow Up
育

就労継続支援Ｂ型事業所として菓子製造・カフェ・洗
車・清掃をしている「クラシス」と、総社で野菜と花づく
りをしている「やさい畑クムレ」があります。どちらも、
利用者さんの強みに着目した支援体制を目指しています。

作業を細分化して利用者さんの力が１番発揮できる場を
提供します。将来、自立できるように、日々スキルアップ
のために仕事に取り組み、夢に向かって楽しく前を向いて
進んでいます。

児童期から青年・成人期と「切れ目のない支援」のために、
「クムレいきいきポイント」をきっかけとして、倉敷学園
のご家族が定期的にコトノハにボランティアに来て支援
補助に入っていただいています。コトノハにも新たな風が
入り、良い刺激となっています。また、「ペアレントトレー

ニング」にも成人事業所の職員が、児童期から成人期を迎
えるにあたっての助言などができればと参加しています。
ご家族から学ぶことが多く、支援の勉強もさせていただい
ています。

Walk
歩

Work
働

居心地のいい
地域人づくり・地域づくり（つなげていく）

活動
紹介

倉敷拠点

大切にした
い支援の考え方

育（はぐくむ）
児童期の愛着形成。地域との関
係づくり

暮（くらす）
重度障がい者の地域移行を推
進できる体制整備。あしたばユ
ニット化。24時間支援体制の確
立

歩（あゆむ）
多機能（通所・訪問・思春期か
らの切れ目のない支援体制）を
活用し障がい者の地域移行を
促進する

作（つくる）
倉敷地域生活支援拠点として
地域の中での暮らしが継続で
きるよう相談支援機能の強化

働（はたらく）
住み慣れた地域でその人らし
く働き生活が送れる支援体制

繋（つなげる）
住民が主体的に地域課題を把
握し解決を試みる体制づくり



倉敷拠点
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「誰もが安心して生活のできる地域」を目標に、福祉制度
上の垣根を越えた支援体制の構築に努めています。災害の
少ないと言われていた地域を襲った西日本豪雨災害にて、
要支援者に対してすべきことや課題として感じたこと、不

足している体制について話し合いを重ねていきました。反
省をふまえ、自助・共助・公助の充実を図り、より住みや
すい地域を目指していきます。

障がい者支援施設「あしたば」に入所されているＡさんは、
これまではあしたばの入所と日中のサービスを利用され
ていました。平成28年度より、就労継続支援Ｂ型の「やさ
い畑クムレ」を日中活動の場として選び、猛暑の中でも毎
日休まず通勤されています。今後の生活についても、共同

生活援助やあしたば内の自活訓練室を使用しながら、地域
生活に向けての体験や準備をしています。利用者さんがど
こでどのような生活をしたいか、職員も一緒に考えていま
す。

Live
暮

Make
作

12月～２月

趣味や特技を活かすきっかけ、「ひろば栗の家」に興味を
もつきっかけ、足を運ぶきっかけになればと、ひろば栗の
家の壁面に展示する作品を募集しました。地域の方や利用
者さんから油絵、写真、アイロンビーズ等様々な力作が寄
せられたため、応募作品展を９月末から10月末まで開催し

ました。今後は入賞作品を季節ごとに展示していきます。
人と人を繋いでいく場となることを目指すひろば栗の家
らしく、アート作品を通じて作者や来訪者を繋いでいけれ
ばと思います。

こ れ か ら の 行 事 予 定

Connect
繋

「笑い」にはさまざまな健康効果があり、よく笑う人ほど健康度が高いことはよく知られています。しかし、最近の調査結
果では、笑いは高齢になるほどその頻度が少なくなることが報告されており、40歳代以上の男性の５人に１人が週に１回
も笑っていないそうです。この結果にギクッとした私は、早速意識して笑う事を心がけています。あなたは１日に何回笑
っていますか？１人でも多くの方々と共に笑顔になれる存在であり続けるよう、私達クムレの職員は頑張っていきたいと
思います。� メディア委員会　

編
集
後
記

12月１日㈯
	 クリスマス会（コトノハ）

12月９日㈰
	 第９回くらしき発達障がい支援フォーラム

	 （倉敷発達障がい支援センター）

12月22日㈯
	 大掃除（あしたば）

12月26日㈬
	 クリスマス会（あしたば）

	 クリスマス会（倉敷地域生活支援センター）

１月９日㈬
	 正月行事（あしたば）

	 初詣（倉敷地域生活支援センター）

１月中　書初め展示
	 （放課後等デイサービス・コトノハ）

２月上旬　節分会（コトノハ）
	 映画観賞会（倉敷地域生活支援センター）

２月14日㈭	 女子会（コトノハ）
２月25日㈪
	 地域交流イベント（共同生活援助事業所クムレ）

毎月第３水曜日
	 赤ちょうちん（ひろば栗の家）

毎月第３木曜日
	 簡単クッキング（倉敷地域生活支援センター）

毎月第２・４火曜日
	 オレンジカフェ

	 （クムレ地域公益活動推進センター）

毎月第２日曜日
	 四つ葉カフェ

	 （クラシス・共同生活援助事業所クムレ）
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地産地消を地域住民、利用者さんと共に
倉敷市栗坂にある倉敷学園、コトノハの敷地内には「栗の家」がありま
す。ここの１階にはカフェを併設しており、ランチやデザート、ドリンク
等を提供しています。昼食時になると非常に多くのお客様で賑わっており、
おいしいランチが低価格で食べられると喜ばれていますが、実はここで提
供しているランチのご飯は、私達クムレの職員が、地域住民や利用者さん
と一緒になり、みんなで育てて収穫したお米を使っています。
クムレの米づくりは毎年５月ごろから始めています。種まきをして苗を育
てる所から始まり、田植え、代かき、追肥、そして秋になると収穫とい
った一連の工程を、作業服を着て長靴を履き、慣れない手つきながら
も心を込めて米づくりを行ってきました。こうして私達「つくり手」
が心を込めてつくったお米が「栗の家」のランチで提供され、多くの
方々に喜んでいただいている姿を見て大きなやりがいを感じています。
この米づくり体験を通じて、利用者さんにとっては将来への自信に繋が
る事ができる大切な経験となっており、また、皆で支え合って元気に暮
らしていける地域づくりを、地域の人達と一緒に進めている農福連携にも
繋がっています。
新鮮で安心な地産地消のお米です。ぜひ、皆さんも食べに来てください。

お菓子づくりに込める情熱
倉敷市上東にある「クラシス」では、自立と社会経済活動への参加
を促進するための一環として、利用者さんが様々なお菓子を自主
生産しています。添加物を使わず素材本来のおいしさを引き出し
ているのが人気で、毎日多くのお客さんが来店されます。今回
は、ケーキづくりの現場へ取材に行かせていただき、担当の黒
川さん、佐々木さん、大久保さんにインタビューしてきました。
厨房へ行って最初に驚いたことは、実に手際のいい仕事ぶりで
す。分量もレシピ通りに計量し、迅速かつ丁寧にケーキづくりを
していました。支援員の万代さんから「利用者さんの長所を活かせ
るよう仕事内容を考えて分担しています。」と教えていただき、まさ
に利用者さんの強みが活かされた職場だと感じました。ここまでの技術を
身につけるまでに苦労したことは何かを利用者さんに聞いたところ、黒川さんは
「ケーキを焼く前に生地を型に流し、ヘラでアーチをつくるのですが、このアーチが
滑らかでないと焼きあがった時に形が悪くなります。最初はこのコツが掴めず苦労し
ました。」との事。今後の目標を聞くと、佐々木さんは「手づくりスイーツケーキなど
新しい事にチャレンジしたい」と意欲に満ちた表情で話してくれました。リーダーで
ある大久保さんに、お菓子づくりで心がけている事を聞いたところ「いろんな人達が
お菓子を求めて買いに来てくれて、ファンもいます。その人達に喜んでもらえるよう
気持ちを込めてお菓子をつくっています」と笑顔で話してくれました。
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クムレいきいきポイントを使って、これらのクムレ商品と交換できます。
この他にも魅力あるクムレ商品がたくさんあります。
� 詳しくはHPをご確認ください。

クムレ
地域
クムレと
地域をつなぐ
架け橋


