新着図書＆ＤＶＤの紹介！

●社会福祉研究 第１０７号「特集：社会福祉施設におけ
る人権問題」／(財)鉄道弘済会

【図書】（書名／著者・編者名／出版社）
●日本社会事業大学研究紀要

川崎市社会福祉協議会

新しく加わった図書&DVDをご紹介いたします！

第５６集

○平成２２年版

○川崎市高齢者虐待対応マニュアル Ver.２

発行：川崎市社会福祉協議会ボランティア活動振興センター

厚生労働白書／全国官報販売協同組合

●看護師のためのスタッフ教材「経管栄養」 ／ 日 本 老
年看護学会／４１分

●全国社会福祉協議会百年史（資料DVD付）

○障害児の子育て支援ムック ／豊かな地域療育を考える連 ○看護師のためのスタッフ教材「口腔内吸引」 ／日本
絡会

老年看護学会／３６分

●シリーズよくわかる福祉政策０２／全国社会福祉協議会

（上記２本のDVDは関東ブロック老人福祉施設連絡協
議会様よりご寄贈いただきました）

○障害のある子どもの保育実践／水田和江・増田貴人／学
文社

●すぐに役立つ

●介護予防かわさき体操 ／川崎市

成年後見制度の法律と手続き／原田正誉 ○しごとのいみ／きょうされん ／１１２分

(監修)／三修社

●権利擁護で暮らしを支える～ＰＡＳネット・地域を
○患者・家族からの質問に答えるための認知症診療Ｑ＆ つなぐネットワーク～ ／ＮＰＯ法人ＰＡＳネット／２８
分
Ａ／川畑信也／日本医事新報社
●認知症ＢＰＳＤ～新しい理解と対応の考え方～ ／本間 ○地域の人と共に生きる～久万高原町社会福祉協議会
昭・木之下徹(監修)／日本医事新報社
の権利擁護 ／ＮＰＯ法人ＰＡＳネット／３１分
○社会福祉研究 第１０９号「特集：精神障害者を支える
社会福祉実践と権利擁護」／(財)鉄道弘済会

●こころのボランティア 講演会 「気づくこころで救われる～私たちにもできる自殺予防～」
３月１４日（月）１３時３０分より、川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）７階大会議室において、
帝京大学医学部付属溝口病院の張賢徳先生を講師にお招きして、自殺予防についてお話をしていただきます。
「気づく・つなぐ・見守る」をキーワードに、気づくためのヒントと、どうつなげていくかを学びましょう。
また、各区で活動している精神保健福祉ボランティア団体の活動紹介も行われます。
【問い合わせ…川崎市精神保健福祉センター 電話：044-200-3195(明田)／ボランティア活動振興センター
電話：044-739-8718(金子･山本)】

●第３土曜日開所しています！
地域福祉情報バンクでは、通常の開所日のほかに、毎月第３土曜日に開所（８時３０分～１７時）していま
す。図書等の貸出のほかに福祉情報を検索できるパソコンやコピーサービス、ビデオ・ＤＶDの視聴コーナーな
どの利用もできます。閲覧スペースを設けてありますので、気になる本をチェックしに、是非お越しください。
みなさまからのご意見・ご感想など

通信の発行にあわせて図書等の購入をし

面に活かしたいと思っております。
お待ちしています！
Email:jyoho@csw-kawasaki.or.jp
電話：044-739-8720
FAX：044-739-8739

見つける事が難しいのですが、根気よくイ
ンターネットで探していると、各地の自治
体や団体が制作していて、しかも内容が
「これだ！」というものに巡り合えること
があり、譲っていただけないかお伺いする
と、「お役立て下さい」などのメッセージ
付きで送ってくださいます。（感謝です）
せっかくいただいたＤＶＤを、いかに広報
し、市民の皆様に利用していただけるか…
工夫と努力が必要ですね。がんばります！

「地域福祉情報バンク通信」 を、ぜひお寄せください。今後の紙 ていて、ＤＶＤは特集のテーマにあわせて
発行月のお知らせ
３月・６月・９月・１２月の
発行です。
次号は６月１日発行予定です。

こちら
まで！

季刊（№10）
地域福祉情報バンク

川崎市中原区上小田中6-22-5 川崎市総合福祉センター6階
電話：044-739-8720／FAX：044-739-8739／Email：jyoho@csw-kawasaki.or.jp

【DVD】（題名／製造元／仕様）

○大阪市社会福祉研究 第３２号／大阪市社会福祉協議会

2011年 春号

地域福祉情報バンク通信

●（増補）保育所における家庭支援／金子恵美／全国社会
福祉協議会

ボランティア活動振興センター

２０１１年春号の内容は…

～「権利擁護」について
～～「権利擁護」に関する本・ＤＶＤ、相談機関のご案内
～～～２０１０年図書・ビデオ・ＤＶＤ年間ランキング
～～～～「こころのボランティア講演会」「第３土曜日開所しています！」
～～～～～新規購入図書、ＤＶＤの紹介

２０１１年春号のキーワードは

「権利擁護」です

…など、今号も情報満載でお届けします！
今号は「権利擁護」についての特集です。そもそも「権利」とは何でしょうか？ 「ある物事を自
分の意志によって自由に行ったり、他人に要求したりすることのできる資格・能力」（大辞泉より）
と辞書にあるように、私たちは日々の生活の中で、様々なことを自分の意思で判断し行動していま
す。例えば、高額な商品の購入や福祉サービスの契約などです。では、認知症がある高齢の方や知
的障害のある方など、判断が難しい方はどうしたらよいでしょう。
「権利擁護」について皆さまに知っていただく前に、まずは障害者の権利条約のお話をしたいと
思います。

「障害者の権利条約」
「私 た ち の こ と は、私 た ち 抜 き で 決 め な い で
（Nothing about us without us!)」を合言葉に障害
者自身が参加して作られた「障害者の権利条約」は、
2006 年 12 月 13 日 に 国 際 連 合 の 総 会 で 採 択 さ れ、
2007年9月28日に日本も署名（国が条約の内容に従
う意思を示す手続）しました。わが国で「障害者の権
利条約」を批准する（署名した条約を正式に結ぶ）た
めには、国内の法律や制度を条約の考え方に合うよう
変えていく必要があり、現在、批准に向けた取り組み
がなされているところです。
「障害者の権利条約」は、障害者のために新しい権
利を作り出すものではなく、人としてあたりまえの権
利と自由を、障害のある人にもない人にも同じように

認め、障害者が社会の一員として尊厳をもって生活す
ることを目的としています。
これまで｢障害」とは、目が見えない、歩けないな
ど、その人が持っている性質だけから生じるものと多
くの場合考えられてきました。この条約では、それだ
けでなくそうした個人の性質のために、働けなかった
り、さまざまな活動に参加できなかったりするような
社会の仕組みにも問題があり、そのような社会と人と
の関わりから「障害」が生じるとし
ています。
「障害者の権利条約」が目ざして
いるのは、すべての障害者、すべて
の人が住みやすい社会なのです。

「合理的配慮」
（reasonable accommodation)とは？
「障害者の権利条約」では、差別には「直接差別」
「間接差別」
「合理的配慮を行わないこと」の３つの種
類があるとして、差別を禁止しています。
障害があるから会社に雇わない、学校に入学させな
いなど、障害のない人と違った不利な扱いをすること
を「直接差別」といいます。また、直接には障害を理
由としていなくても、他の要件を持ち込むことによっ
て、結果的に障害のある人が廃除されてしまう場合を

「間接差別」といいます。
さて、３つめに「合理的配慮を行わないこと」とあ
りますが、｢合理的配慮」とは何でしょうか？
例えば、視覚に障害のある人が入学試験や採用試験
を受けるためには、点字や拡大文字による試験を行う
必 要 が あ り ま す。こ の よ う に、政 府 や 会 社、周 り の
人々等が、障害者一人一人の必要を考えて、その状況
に応じた変更や調整などを、お金や労力などの負担が
かかりすぎない範囲で行うことを「合理的配慮」とい
い、「合理的配慮を行わないこと」を差別としていま
す。

●権利擁護に関する相談機関

特集

権利擁護に関する本・ＤＶＤの紹介

現在、少子・高齢化や障害がある方の地域生活への移行など、社会福祉を取り巻く状況は大きく変化してきま
した。そのような中で、認知症がある高齢の方などの判断能力が不十分な方が、福祉サービスを活用できなかっ
たり、金銭管理が難しいなどの問題があります。また、虐待や金銭搾取などの権利侵害の事例も報告されていま
す。判断能力が不十分な方が、権利を侵害されることなく、住み慣れた地域で安心して自立した生活を送れるよ
う支援することも「権利擁護」のひとつだと考えられます。
そこで、今号では「権利擁護」に関する図書・ＤＶＤを紹介し、数々の事例や支援活動などを知っていただき
たいと思います。下記の図書・ＤＶＤは、地域福祉情報バンクにて貸し出していますので、是非ご利用くださ
い。

権利擁護相談事例集～財産侵害・借金・虐待への対応～
大國美智子・川並利治 編著／中央法規
大阪後見支援センターが開設１０周年を迎えるにあたり、これまでの活動を、事例を通して再点検すること
となり、権利擁護に関わる専門相談事例や日常生活自立支援事業における契約締結能力審査会の事例、そして
センター職員が地域に赴き、地域のネットワークで対応した身体虐待事例などが掲載されています。

社会福祉研究

権利擁護と成年後見制度

（財）鉄道弘済会

川村匡由・森長秀・佐藤みゆき

【107号】特集：社会福祉施設における人権問題
『総論』・社会福祉施設の実践と人権をめぐる今
日的課題、ほか
「各論」・高齢者ホーム入居者の権利擁護の現状
と課題
・児童養護施設における子どもの人権擁
護と実践課題、ほか
【109号】特集：精神障害者を支える社会福祉実
践と権利擁護
『総論』・精神障害者支援の新パラダイム
「各論」・精神障害者を取り巻く医療・司法・社
会福祉の現状、ほか
「実践」・精神障害者の生活を支えるセルフヘル
プグループの役割

編著／久美

相談援助活動と法とのかかわりについて触れたう
えで、成年後見制度や日常生活自立支援事業、権利
擁護にかかわる組織、団体の役割と実際、権利擁護
活動の実際について具体的に述べています。

概説 障害者権利条約
松井亮輔・川島聡

編／法律文化社

本書は、論点別に２１本もの論文を収めた「包括
性」と、さまざまなバックグラウンドをもつ研究
者・実務家・障害当事者を執筆者に揃えた「多様
性」を備えている。各執筆者には、それぞれの独自
の視点から担当論点につき自由に論を展開していた
だいた。（本書より抜粋）

★川崎市あんしんセンター
福祉サービスの利用契約や日常的な金銭管理などに不安のある高齢の方や障害のある方の
財産や権利を守り、安心して日常生活を送れるよう支援します。
〒211-0053 川崎市中原区上小田中6-22-5 川崎市総合福祉センター6階
電話：044-739-8727 FAX：044-739-8738
☆各区あんしんセンター（各区社会福祉協議会内）
日常生活自立支援事業（旧地域福祉権利擁護事業）を実施しています。（福祉サービス利用の支援、日常的な金銭
管理、書類等預かりのサービス）
名称

〒

川崎区あんしんセンター

210-0006

幸区あんしんセンター
中原区あんしんセンター

住所

電話番号

川崎区砂子1-10-2 ｿｼｵ砂子ﾋﾞﾙ9階

044-245-1144

212-0023

幸区戸手本町1-11-5 さいわい健康福祉ﾌﾟﾗｻﾞ

044-556-5082

211-0067

中原区今井上町34 和田ﾋﾞﾙ1階

044-722-6122

高津区あんしんセンター

213-0001

高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3階

044-812-5833

宮前区あんしんセンター

216-0033

宮前区宮崎2-6-10 東急宮崎台ｶﾞｰﾃﾞﾝｵﾌｨｽ4階

044-856-5788

多摩区あんしんセンター

214-0014

多摩区登戸1763 ﾗｲﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ向ヶ丘2階

044-933-2411

麻生区あんしんセンター

215-0004

麻生区万福寺1-2-2 新百合ﾄｳｪﾝﾃｨﾜﾝ1階

044-952-5711

★かわさき障害者１１０番
障害がある方や難病の方、障害がある高齢の方、またはそのご家族や関係機関の方から、ご本人の人権や生活などに
関する相談を、電話・FAX・来所（来所の場合は要予約）にてお受けしています。
また、必要に応じて弁護士･医師･臨床心理士などの専門相談員が相談･助言します。
（予約制）
相談電話・FAX：733-5830 月～金（祝日・年末年始を除く）９時～１２時、１３時～１６時
〒211-0053 中原区上小田中6-22-5 川崎市総合福祉センター6階

2010年 図書･ＤＶＤ貸出 年間ランキング
２０１０年、１年間の図書等の貸出件数は５１０件でした。その中で貸出件数の多かったタイトルをご紹介します。
図書で毎回貸出件数が多い「社会福祉学習双書シリーズ」は、今回も貸出件数が１番多かったので『殿堂入り』とし、
それ以外の図書で件数が多かったものをご紹介しています。
【図書】
１位
２位
３位
４位
５位

（書名／出版社）
社協コミュニティワーカーさぽーと・ぶっく黒子読本／栃木県社会福祉協議会
権利擁護相談事例集 財産侵害・借金・虐待への対応／中央法規出版
基礎から学ぶ介護シリーズ 介護者が知っておきたい薬のはたらき／中央法規出版
もっと知りたい！老後と成年後見／朝陽会
基礎から学ぶ介護シリーズ 介護に使えるワンポイント医学知識／中央法規出版

【ＤＶＤ】 （タイトル／発売・製作）
１位 ＤＶＤブック 新しい介護 基本のき／講談社
２位 在宅介護の基礎と実践シリーズ 全１０巻／ＮＨＫエデュケーショナル
３位 認知症の基礎知識とケアシリーズ 全５巻／丸善
４位 自立支援と介護予防 全２巻／東京シネ・ビデオ
５位 口腔ケア介護の実践ガイド／㈱ユニットコーポレーション

権利擁護で暮らしを支える（DVD 34分）
●図書・ビデオ・ＤＶＤの貸出しについて

ＮＰＯ法人ＰＡＳネット
成年後見制度、医療や福祉サービスを利用しながら地域で自分らしい生活を営んでいる三人の方（重度心身
障害のある方、知的障害のある方、認知症高齢者）の日常とあわせて、権利擁護支援のさまざまな実践のかた
ちを紹介しています。
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《利用時間》 月～金曜日・第3土曜日 8時３０分～17時（貸出業務は16時30分まで）
《貸出内容》 図書：3冊 2週間まで／ビデオ・ＤＶＤ：3本 1週間まで
※初めて利用される方は、利用登録が必要となりますので、住所を確認できるもの（免許証・保険証など）を
ご持参ください。登録カードを発行いたします。2回目からの利用の際にカードの提示をお願いいたします。
2011年 春号
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