新着図書＆ＤＶＤの紹介！

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！

【図書】（書名／著者・編者名／出版社）
●市民後見人の理念と実際／大阪市成年後見支援セ
ンター
○訪問介護のための医療的ケア実践ガイド ／セン
トケア・ホールディング

○基礎から学ぶ介護シリーズ・分かる伝わるつな
がる 根拠のある介護記録のつくり方／田形隆尚

●住みつなぎのススメ～高齢社会を共に住む・地
域に住む／住総研高齢期居住委員会／萌文社

●障害者虐待～その理解と防止のために ／宗澤忠
雄
（以上、中央法規）

○発達障害が引き起こす不登校へのケアとサポー
ト／齊藤万比古／学研

○高齢者虐待防止のための家族支援 ／福田あ け
み・土屋典子・長沼葉月／誠信書房
●改訂版ＮＰＯ法人設立・申請完全マニュアル ／
福島達也／Ｊリサーチ出版
○統合失調症からの回復に役立つ治療と日常生活
のポイント／渡部和成／星和書店
●解離性障害のことがよくわかる本 ／柴山雅俊／
講談社
○ひきこもりに出会ったら～こころの医療と支
援／齊藤万比古／中外医学社
●こころの科学166号「赤ちゃんの精神保健」／日
本評論社

●看護師のための「電話救急医療相談プロトコー
ル」解説書／日本救急医学会／へるす出版
○受信する・通院する・入院する！１２０の患者
術／ささえあい医療人権センター／医学通信社
●誰にも聞けなかったドラッグの話 ／アルコール
薬物問題全国市民協会／アスク・ヒューマン・ケア
○福祉マンガ「セーフティネット・コミュニティ
ソーシャルワーカーの現場」／原作：豊中市社会福
祉協議会、マンガ：ポリン／ブリコラージュ

【DVD】（題名／製造元／仕様）
●ＤＶＤで学ぶ喀痰吸引・経管栄養の手順と留意
点／中央法規／６０分

●情報バンク開所カレンダー(平成２５年４月～７月）
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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

●刑務所のいま～受刑者の処遇と更生 ／日弁連刑
事拘禁制度改革実現本部／ぎょうせい
○地域家族の時代～孤立しないシニアライフのた
めの発想・転換／岩見太市／全国コミュニティライ
フサポートセンター
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地域福祉情報バンク通信
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

春は卒業・入学シーズンです
ね。今どきの卒業式で歌われる
曲は、どんな曲が多いのでしょ
うか。個人的には「ＢＥＬＩＥ
ＶＥ」が好きです。でも、聴く
ときっと泣いてしまうんですよ
ね…。《い》
イラスト：わんぱぐ

季刊（№18）
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

２０１３年春号の内容は…
～みんなで知ろう！「障害者虐待防止法」
～～障害者虐待に関する本の紹介
～～～2012年図書・ＤＶＤ貸出年間ランキング
～～～～新規登録図書、ＤＶＤの紹介

…など、今号も情報満載でお届けします！

みんなで知ろう！『障害者虐待防止法』
平成24年10月1日から、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」
（障害者
虐待防止法）が施行されました。この法律に基づき、全国の市町村や都道府県では、障害者虐待に関する
窓口を設置し、相談や通報などの受付や虐待の早期発見のための取り組みが行われています。
また、市民や福祉・医療・法律関係者などが障害者虐待の防止・早期発見に協力する責務が定められて
います。

どんな法律？
虐待によって障害のある方の権利や尊厳が脅かされることを防ぎ、安定した生活や社会参加を助け、ま
た、養護者が虐待を行っている場合には、虐待の原因となっていること（介護疲れからのストレスや障害
特性についての知識不足による不適切な対応など）に対応し、養護者にかかる負担の軽減を図り、養護者
を支援することとなっています。

虐待ってどんなこと？

例えばこんなことが虐待になります！

◆養護者による虐待
…障害のある方の生活の世話・金銭管理な
どをしている家族・親族・同居する人によ
る虐待
◆障害者福祉施設従事者等による虐待
…障害者福祉施設や障害福祉サービスの事
業所で働いている職員による虐待
◆使用者による虐待
…障害のある方を雇用している事業主など
による虐待

◇身体的虐待
…身体に傷や痛みを負わせる暴行。身体を縛る・過剰な
投薬などにより、身体の動きを抑制する。
◇性的虐待
…性的な行為の強要。わいせつな言葉を発する。
◇心理的虐待
…脅し・侮辱などの言葉を浴びせたり、仲間はずれや無
視などによって、精神的苦痛を与える。
◇ネグレクト（放棄・放置）
…食事や排泄、入浴など身辺の世話や介助をしない。必要な
福祉サービスや医療、教育を受けさせない。
◇経済的虐待
…本人の同意なしに財産や賃金、年金を使う。本人が希
望する金銭の使用を、理由なく制限する。

…開所日（８時３０分～１７時(図書等の貸し出しは１６時３０分まで)）
みなさまからのご意見・ご感想など
を、ぜひお寄せください。今後の紙面
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
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○メンタルヘルスのヒントが見える！ドクター山
本のメール相談事例集／山本晴義／労働調査会

●基礎から学ぶ介護シリーズ・認知症の人のレク
リエーション／山崎律子

ボランティア活動振興センター

そうだ
ワン！

虐待を防ぐには、法律について知り、虐待の芽を
見逃さず、早く気づくことが大切です

⇒⇒ 中面では障害者虐待に関する通報・届出窓口や「障害者虐待に関する本」をご案内します ⇒⇒
参考：川崎市ＨＰ・政府広報オンライン

特集

2012年 図書･ＤＶＤ貸出 年間ランキング
障害者虐待に関する本の紹介

２０１２年、１年間の図書等の貸出件数は３９８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。

トップページでは、
「障害者虐待防止法」について簡単にご案内しました。こちらで紹介している障害者
虐待に関する本では、なぜ虐待が起きてしまうのか、そして虐待を防ぎ、障害のある方の権利や尊厳が脅
かされることがないようにするためにはどうしたらよいかが問われ、語られています。
下記の本は、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。

障害者虐待

【図書】 （書名／出版社）
１位
２位
３位
４位
５位

プロケースワーカー１００の心得／現代書館
ひきこもり 町おこしに発つ／秋田魁新報社
いのちくらし生活保護Ｑ＆Ａ／高菅出版
精神障害者の自立をどう支えるか／へるす出版
うつ病患者と家族の支援ガイド／プリメド社

～その理解と防止のために～
宗澤忠雄／中央法規

虐待は、私たちの日常生活世界に潜む暴力である。そこには、かつてより引き継がれたもの、見て
見ぬ振りを続けて放置されてきたもの、現代において新しく発生したもののさまざまが混在してい
る。何が障害のある人とその家族を苦しみと生き辛さに追い込んだのか、（中略）これらに光をあて
て、すべての障害のある人の安寧と幸福を実現するために私たちは何ができるのか。虐待を問うこと
は、まさにこのような課題に応えるためのものである。（本書より抜粋）

虐待のない支援

みんなで知ろう・考えよう

～知的障害の理解と関わり合い～

障害者虐待防止法

市川和彦／誠信書房

権利擁護推進センター／(社福)全日本手をつなぐ育成会

「どうしていいのかわからなかっ
た」そんな悲痛な叫びをなくすために
必要なことは、基本的な専門知識、特
に制度、社会資源の活用、障害に対す
る正しい理解、そして最も大切なのは
「どう関わっていったらいいのか」そ
の方法について学ぶことではないで
しょうか。（本書より抜粋）

本書は、障害者虐待防止法を知るための入門書で
す。知的障害のある人の家族だけでなく、福祉・教
育・行政関係者から一般の人まで幅広くお読みいた
だけるよう、Ｑ＆Ａ形式でわかりやすい内容になっ
ています。障害者虐待防止法を本当に力のあるもの
にしていくため、知的障害のある人の身近にいる人
たちが、この法律についてよく知る必要がありま
す。そうした「はじめの一歩」に最適な一冊です。
（(社福)全日本手をつなぐ育成会ＨＰより）

２位の「ひきこもり 町おこしに発つ」は、秋田県藤里町社協が取り組んだ「ひきこもり等支援」に
ついての記録です。福祉の拠点「こみっと」の誕生、
「白神まいたけキッシュ」ができるまでなど
の、多くの活動が詰まっています。

【ＤＶＤ】 （タイトル／発売・製作）
１位
２位
３位
４位
５位

１位の『大笑い健康プログラム』は、２０１２年夏号の“おススメします、この一本”で紹介したと
ころ、問い合わせがあり利用につながりました。また、小中学校の福祉教育での利用も少しずつ増え
てきました。

地域福祉情報バンクで所蔵している図書、ビデオ・ＤＶＤは、かわさき福祉情報サイトふくみみで検
索できます。ビデオ・ＤＶＤについては簡単に内容を紹介しています。
また、ふくみみでは、☆ふくみみのメルマガ☆を配信しており、こちらでは新規
に登録した図書の内容について簡単に紹介しています。是非、ご登録ください。
メルマガの登録は、ふくみみのトップページ「メルマガ登録」ボタンをクリック！

●図書・ビデオ・ＤＶＤの貸出しについて
《利用時間》

月～金曜日・第3土曜日

《貸出内容》

図書：3冊

障害者の虐待にかかわる通報や届出・支援などの相談は、２４時間対応の専用ダイヤルへ

電話：０４４－２００－０１９３
※障害者の生命に危険が生じる状況の際は、まず警察に連絡し、障害者の安全を確保してください。
ＦＡＸの場合、
『養護者からの虐待』については、お住まいの区の保健福祉センター
または健康福祉ステーションへ
・川 崎 区：fax２０１－３２９３ ・幸 区：fax５５５－１３３６
・大師地区：fax２７１－０１２８ ・中原区：fax７４４－３３４３
・田島地区：fax３２２－１９９４ ・高津区：fax８６１－３２３８

・宮前区：fax８５６－３１７１
・多摩区：fax９３５－３１１９
・麻生区：fax９６５－５２０７

同じくＦＡＸで『障害者福祉施設従事者および使用者からの虐待』については下記へ
健康福祉局障害保健福祉部障害計画課：fax２００－３９３２
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大笑い健康プログラム 全３笑／ヴィワン
認知症の基礎知識とケア 全５巻／丸善
騙されないと思ってる？！いっこく堂の消費者トラブル見守り隊／神奈川県
体験！利用者の気持ちを感じ取るトレーニング 全２巻／アローウィン
依存症と共依存／アローウィン

8時３０分～17時
（貸出業務は16時30分まで）
2週間まで／ビデオ・ＤＶＤ：3本 1週間まで

※原則として、川崎市内に在住・在勤・在学の方が利用できます。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回目からは利用の際にカードの提示をお願いいたします。
※利用時間内に借りに行くことはできても、またその時間に返却に行くことが難しい…、という方
のために、【夜間および休日返却】があります！利用時間以外の夜間（～２１時まで）、土・日・
祝日（年末年始を除く）は、総合福祉センター１階の受付窓口にて返却ができ、お勤め帰りでも安
心です！詳しくは、お問い合わせください。
2013年 春号
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