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となり︑約３％違い
でURの調査とほぼ
同等です︒
こうした調査から
はある程度社会の状態の変化が
分かり︑様々なことが読み取れ
ます︒みなさんも考えてみては
いかがでしょうか︒この地域で
は子どもと一人暮らしの高齢者
が増える傾向にあります︒ます
ます優しい地域のつながりが大
切になってくるのではないで
しょうか︒
災害時の取り組みは日常的に
先日︑まちづくりセンターで
防災に関しての会議と情報交換
会がありました︒各町会長︑自
治会長︑小中高の
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ています︒ 歳以上の単身者が
激増しています︒
国勢調査の結果も大きくは変わ
らない
希望丘小学校の児童数増加な
ど︑この地域では小学校の児童
数が増加し﹁夫婦+子ども﹂の
世帯数が多くなっているのでは
ないかと予測されますが︑国勢
調査の結果を基に全国的傾向を
調べてみると︑実はURの調査
と比べてみても大きくは変わり
ません︒国勢調査も同じ年度に
実施していますから︑ここ3回
の調査を比較してみると︑若干
﹁夫婦+子ども﹂と﹁夫婦のみ﹂
は 異 な り ま す が ︑﹁ 単 身 世 帯 ﹂
はやはり増加傾向で︑ ・5％

お問い合わせください。

３日（土）ごみ減量・リサイクル委
員会千歳清掃工場見学
（千歳清掃工場 )
11 日（日）３.11 を忘れない
（千歳船橋駅前広場 )
25 日（日）子どもぶんか村発表会
（千歳台小 )

活用してみませんか！
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ないので精査が必要です︶︒この
調査は︑5年ごとに﹁家族の状況﹂
など入居者の現状やニーズを調
査しています︒希望丘団地は︑
昭和 年から 年にかけて建て
られたので︑昭和 年から調査
に加わったことになります︒こ
の調査の﹁家族型の推移﹂によ
ると﹁夫婦+子ども﹂
の世帯は昭和 年には
・6％ありましたが
平成 年には ・7％
まで落ち込んでいま
す︒この 年間に約
％激減したことにな
ります︒また﹁単身世
帯﹂は逆に3・1％か
ら ・8まで右肩上が

先月の末頃から寒い日が続いていま
す︒大雪もありました︒大雪では二日後
の朝が大変でした︒道の雪かきで︑慣れ
ぬ筋肉を使ったせいか︑筋肉痛で悲鳴で
す︒特に右のお尻のあたりの筋肉痛はひ
どいものでした︒それに輪をかけたよう
に猛烈な寒気が訪れ︑朝の路面はスケー
トリンク状態︒みごと滑って尻餅をつき
ました︒筋肉痛と打撲痛で本当に痛い目
に会いました︒
☆
痛みもありましたが︑素知らぬ顔で今
年最後の新年会に出席してきました︒新
年会や年始での話題の一つは︑やはり人
学校︑民生児童委員︑日本赤十
手不足でした︒﹁どうしたら人が集まる
字等が集まり︑災害時の取り組
でしょう？時給はギリギリまで増やして
みなどを話し合い︑情報交換を
いるのですが・・・﹂という話をよく聞
行いました︒震災などの自然災
きました︒機械化︑AI化できる業種は
人員削減が始まり︑できない業種︑人と
害時にどのように対応していく
のつながりを必要とする業種では人員不
のか︑日常の取り組みなどが紹
足が深刻化していくのでしょう︒
介されました︒
☆
自然災害︒今回の大雪も自然
大学に進学した生徒に︑偶然にも新宿
災害の一つです︒雪のため通勤︑ 駅のホームで会いました︒高校の教師を
していた時の生徒です︒﹁先生︑就職決
通学︑買い物など日常生活は大
まったけど現場に回されそうです︒﹂と
変でしたが︑震災時にはこの比
心配していました︒ハローワークで﹁事
では考えられません︒まして︑
務を希望される方は多いですが︑求人は
高齢者の方々︑特に一人暮らし
少ないです︒現業の求人は多いのです
の高齢者の方々には大
が・・・﹂という話を思い出しました︒
きな負荷がかかり
少子化で大学生の数も減り︑﹁金の卵﹂
状態になりつつありますが︑職種は希望
ます︒﹁高齢単身
しない分野に就職・配置も︒大学生の﹁就
者の方々への災
職率﹂という指標に変わって﹁希望職種
害時の対応﹂・
就職率﹂
﹁3年後の定着率﹂が指標になっ
・・今回の大雪
てくるかもしれません︒
に世田谷福祉
☆
専門学校も日常
外国人の在留資格が緩和されたので
的に考えなければ ﹁人手不足はもう︑外国人に頼るしかあ
りません︒だけど不安です︒﹂という話
ならない課題を提起
もたくさん聞きました︒﹁オリンピック
されました︒
と同じですよ︒様々な文化・価値観を知
るチャンスです︒同じ﹃人間﹄ですから
お互い理解できます︒﹂と︑英語が話せ
ない私が一ヶ月アメリカでホームステイ
をした経験を話しました︒意思疎通は︑
言葉だけではありません︒お互い理解し
ようとする気持ちがあれば︑通じます︒
世田谷福祉専門学校にも︑留学生が入学
します︒留学生には︑日本だけでなく世
界の介護現場で通用する力を身につけ︑
介護の現状を改善する意気込みを持っ
て︑しっかり学んで欲しいと期待してい
ます︒
︻金子︼

世田谷区の最大９割の

H17 年調査

H22 年調査

H27 年調査

16 日（日）福祉用具展示会
（成城ホール )
24日（土）船橋希望中学避難所
運営訓練
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http://www.
setagayafukushi.ac.jp
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これまで発行した
「せたふくだより」
はホームページで
ご覧いただけます。

平成 27 年国勢調査より

3 月の行事

受講料補助制度を

2 月の行事
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平成 27 年 UR 賃貸住宅居住者定期調査結果の概要より

地域ふれあいコーナー
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大雪で混乱しました
一月末に大雪になりました︒
事前に天気予報では雪の降る確
率を指摘していたのですが︑近
年にない大雪になりました︒雪
が降り始めると︑スーパーの野
菜など品薄状態になったそうで
す︒翌朝は︑雪のため高速道路
が通行止めになった
所も多く︑本校に面
した道路の雪かきも
大変でした︒船橋西
保育園に通う子ども
たちだけが︑嬉しそ
うに雪の中を元気に
歩いて行きました︒
環八道路は︑交通量
が多いので雪解けが

65

38.8

27.4
35.2

32.1
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優しい地域の
つながり

速いですが︑1本路
りで約 ％増
地裏に入ると︑なか
加していま
なか雪が解けず︑高
す︒そして︑
齢者の方をほとんど
﹁夫婦のみ﹂
見かけることはあり
世帯は ・
ませんでした︒そし
6％から ・
て︑そこで滑る人を
4％と約 ％
多く見かけました︒
の増加となっ
高齢者の一人暮らし
ています︒こ
の方は︑このような
こ 年間の
時には大変困ってい
﹁家族型の割
るのではないでしょうか︒
合﹂に注目してみると
UR︵希望丘団地含む︶では5 ︵図の丸で囲んだ部分︶
人にひとり﹁単身 歳以上﹂
特に単身者の高齢化が
高齢化が進んでいると言われ
進んでいます︒前々回
ますが︑希望丘団地も深刻です︒ ︵平成 年︶の 調 査 で
URは﹁平成 年UR賃貸住宅
は 人に一人が 歳以
居住者定期調査結果の概要﹂と
上単身者でしたが︑最
して調査結果を昨年︑発表して
新の調査︵平成 年︶
います︵希望丘団地の調査結果
では5人にひとりが
も含まれていますが︑全てでは
歳以上の単身者になっ
27
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地域の施設紹介
﹁グループホーム
あかり﹂

がら笑顔で過ごす事が最も大切なことだと
考えています︒
また︑あかりでは︑介護をしている側︵介
護者︶と︑介護をされる側︵利用者︶に差
異はないと考えます︒同じ人として関わる
事を︑大切にしています︒喜怒哀楽をしっ
かり表出して頂き︑人として最期の瞬間ま
で生ききるお手伝いができるグループホー
ムであると自負しています︒入所したばか
りの方と一緒に泣くこともあります︒家族
から離れて暮らす事で︑寂しさが怒りに変
わる事もあります︒どんな時も︑ありのま
まの姿をありのまま受け止めて︑側に居る
ことで支えています︒職員
も又︑悲しい事があると利
用者の元に行き︑頭を撫で
てもらい元気にさせてもら
うこともあります︒助け合
う姿が︑あかりには多く見
られます︒皆大切な人︑役
割のある人として共に暮らしています︒
このように︑﹁あかりの関わり﹂は深いと
ころにあります︒良かったらいつでも遊
びに来てください︒認知症を持つ方から
たくさんの事を学び︑癒されて充実した
時間を共有できることと思います︒
︻管理者 小林 みちる︼
子育てなどをめぐる現状と課題︑
諸外国の事例︑児童の権利条約
の視点なども学びながら視野を
広げ︑自分たちの課題として考
えることにつなげていきます︒
専門学校の一番の魅力は︑幅
広い層の学生が共に学ぶことに
あります︒多くの科目でグルー
プワークなども取り入れます
が︑児童福祉法の対象から﹃卒
業﹄したばかりの高校新卒者から︑
子育て中の﹁ママチャリ﹂通学者︑
或いは子育て後のシニア学生まで︑
その経歴や経験は本当に多様です︒
﹁老若男女﹂︵失礼︶が刺激しあいな
がら学び︑異なる関心や問題意識が
交流できることは︑とてもプラスに
なります︒学生に寄り添う豊富な講
師陣も含め︑落ち着いた雰囲気で安
心して学べる﹁せたふく﹂の大きな
魅力にもなっています︒
﹁さまざま人と共に歩む﹂福祉の
プロとして︑これからも人間味あふ
れる人材を送り出していきたいと思
います︒

隆

葛岡

千歳台3丁目にありますグループホーム
あかりは︑メゾネットタイプのホームで︑
天窓があり明るい大きなお家です︒グルー
プホームは︑1ユニット9名が定員です︒
あかりは2ユニットあります︒生活は皆様
と一緒で至って普通です︒起床は
6時頃︒早い方は5時から起きて
います︒7時過ぎから朝食が始ま
り 時にはラジオ体操を行ない︑
散歩へ出掛ける方︑昼食作りに参
加する方︑様々です︒
あかりで大切にしてい
る事は﹁共に今生きる﹂
と﹁笑い﹂です︒認知症
の方は記憶障害をお持ち
の方が多いです︒昨日の
事︑明日行う事がわから
なくなってきている方に
とって︑今を大切にしな

『教 育制度と児童福祉』
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皆さんこんにちは︒世田谷福祉
専門学校の葛岡︵くずおか︶隆と
申します︒今回は私が１年生の後
期に担当する﹁教育と児童福祉﹂
についてご紹介します︒
この科目は﹁社会と人間﹂とい
う領域の中で設定している科目で︑
子どもの生活や福祉︑教育などを
めぐる様々な状況の中で︑それら
の背景や実態と課題︑今後のあり
方などを幅広く考えていくことを目
指しています︒
そのために︑国の根幹をなす日本
国憲法の︑特に﹁個人の尊厳﹂や﹁生
存権﹂の考え方に基づき︑児童福祉
を中心とした子どもたちに関わる基
本的な仕組みと︑少子高齢社会など
に表れているさまざまな実態を︑資
料やデータも参考にして︑学び考え
ていきます︒
前半は︑児童福祉の視点や福祉︑
教育を支える基本的な法律︑制度な
どを学びます︒後半は現状や課題に
切り込んでいくため︑特に少子高齢
化の進行と実態︑仕事と家庭︑保育︑

せたふくの授業紹介

せたふくだより
世田谷福祉専門学校

小林

傑 さん

卒業生から
８期
生

現在の職に就けているのは︑世田谷福祉専門学
校を卒業したからだと思っています︒専門学校時
代は︑本当に先生方に色々とご迷惑をおかけする︑
問題の多い生徒でした︒自分でもよく卒業できた
なと︑振り返ることがあります︒先生方が温かく︑
見捨てないで対応してくれたから︑今の自分があ
ると思っています︒本当に感謝しています︒私は︑
他の生徒さんたちと少し違い︑世田谷福祉専門学
校を卒業したあと︑社会福祉学科のある専門学校
に入学しました︒進路に悩んでいた時に相談・助
言をして下さったのが︑世田谷福祉専門学校の先
生方でした︒先生方の助言がなかったら︑全然違
う道を歩んでいたと思います︒本当に親身になっ
て話を聞いてくれる先生方が多い専門学校です︒
今の職に就く前に︑高齢の分野は勿論のこと︑知
的障害の分野も経験させて頂き︑良かったと思っ
ています︒
今でも時々︑世田谷福祉専門学校に寄ることが
あり︑先生方と話すと気持ちが楽になって︑また
仕事を頑張ろうと思います︒卒業してから大分経
ちますが︑いつまでも世田谷福祉専門学校の先生
方には何かと頼ってしまっています︒
これからの福祉は︑より一層︑多職種連携や地
域連携が主流になっていくと思います︒地域に根
ざす世田谷福祉専門学校の先生方を見習い︑人に
好かれ︑頼られる福祉の人材になれるように自己
研鑽していきたいと思っています︒

私は現在︑大田区
の地域包括支援セン
ター六郷東︵世田谷
区では﹁あんしんす
こやかセンター﹂と
いう名称です︶で︑
社会福祉士として働
いています︒地域に
出向き︑社会資源の
発掘や︑各関係機関
との連携︑強化等を行っています︒私は﹃高齢者
見守りコーディネーター﹄という業務を行ってい
ます︒福祉施設は勿論︑町会︑自治会︑民生児童
委員︑行政︑学校︑社会福祉協議会等と関わり︑
困っている方々の相談や支援をしています︒﹃施
設から在宅へ﹄と言われる時代に︑高齢者のみな
らず︑誰もが︑住み慣れた地域で生活が続けられ
るよう︑地域包括ケアシステムの構築に︑日々力
を注いでいます︒
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このコーナーは︑生活の

なかで役に立つ介護に関す

る情報をご紹介していきま

す ︒前回は誤嚥︑窒息を防

ぐためのポイントについて

お話しました︒どんなに注

意していても食べ物を喉に

詰まらせてしまうことは誰

にでも起こり得ます︒そこ

で︑今回は万が一︑喉にも

のを詰まらせてしまった時

の対応についてのお話です︒

背部叩打法の手順
1 最初に窒息している人に︑こ
の方法を行うことを伝えます︒
2 次に︑相手が立っている場合
には︑相手の前胸壁と下あご
部分を支えて突き出し︑顎を
反らさせます︵気道の確保︶︒
倒れている場合には︑相手を
手前に引き起こして横向きに
し︑自分の足で相手の胸を支
えます︒片手で相手の下あご
を支えて突き出します︵気道
の確保︶︒
3 処置を行う人は︑後ろに位置
取り︑手の付け根の部分を相
手の肩甲骨の間にあてます︒
4 そして︑しっかりと力を入れ
て強く叩きましょう︒

もしもの時に知っておきたい
﹁チョークサイン﹂
窒息を起こし︑呼吸ができなく
なったことを他の人に知らせる
世界共通のサイン

いざ窒息している方を前にし
て︑何もできないというのもあ
とで後悔が残ります︒万が一に
備えて知っておくことで︑いざ
という時に救命対応できるよう
にしておきましょう︒
窒息発見時の緊急対応の原則
まず︑窒息を発見したら・・・
1 大きい声で応援を呼ぶ
2 119番に連絡し︑ＡＥＤを
用意する
3 異物の除去
異物除去の方法と手順
意識の有無・年齢・性別に関係
なく︑誰にでも実施可能であり︑
比較的簡単な背部叩打法をご紹
介します︒
背部叩打法とは︑その名の通り
﹁背中を叩いて異物を取り除く
方法です︒

カイゴ
ワンポイント！

