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    「近づく東京大震災に備える」「近づく東京大震災に備える」「近づく東京大震災に備える」「近づく東京大震災に備える」    
 震災に対するにじの会の取組の基本について  にじの会理事長 石崎 優仁 

 

 昨年３月１１日の東日本大震災から１年半余りが経ちましたが、東京にも直下型地震をはじめ 

M７以上の大地震がいつ起きてもおかしくない状況になっています。東京都も事業所の震災対策 

の基準を発表して、事業所の協力体制を進めようとしています。 

 にじの会では、大地震が起きた時の被害をできるだけ小さくするための準備と、発生後の避難 

生活を可能とするための準備、利用者・職員と家族の連絡確保のための準備を重点に震災対策を 

進めております。 

 第１の被害を小さくする対策ですが、にじの会の建物は「大沢にじの里」「ワークショップハ 

ーモニー」「にじアート」の３事業所と２軒のケアホームともに、耐震基準を満たした建物であ 

り倒壊の危険はありません。危険は家具類の転倒による負傷の危険と、近隣の火災からの延焼の 

危険があります。家具転倒対策として転倒防止器具の設置を進めており、全事業所で設置が完了 

しています。火災対策としては、すべての建物が耐火建築または準耐火建築で防炎仕様となって 

いるので、自分からの火災発生は避けられる見通しです。しかし近所からの延焼の場合は避難が 

必要になりますので、一次避難所への避難訓練も実施しています。 

 第２の地震発生後の避難生活の準備については、にじの会の建物が耐震的に安全な建物である 

ことから、各事業所の建物が避難場所となると想定して必要な水・食料・備品の備蓄を進めてい 

ます。東京都の基準をベースに（３日分＋１０％）の食料１７００食を水とともに、５事業所に 

配置しています。停電対策のラジオや簡易トイレ等も配備してあります。利用者と職員を対象と 

した備蓄はほぼ完了しましたが、近隣や地域障害者の避難先としての役割については、今後の準 

備が必要と考えています。 

 第３の連絡確保の対策については、災害伝言ダイヤルの利用を基本としています。同時に通所 

中等の利用者の連絡確保のために「災害時緊急連絡カード」の作成携行を進めています。また通 

所利用者の支援責任区分や待機場所を明確化し、発生時の混乱を防止する等の対策を行っていま 

す。 

 以上のように、利用者と職員の安全の確保を最優先に対策を進めておりますが、その準備がで 

きた段階で、地域の住民との協力体制や地域障害者との連携体制を強化し、必要な役割を果たせ 

る準備を進めたいと考えております。にじの会に於いても「自助」から「共助」に進みつつある 

わけですが、関係の皆様に於かれましても、ぜひ自らの安全の確保の準備を急がれるようお願い 

申し上げます 

 

ＳＳＫＲ  

社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人    にじの会にじの会にじの会にじの会    
                            理事長理事長理事長理事長    石崎石崎石崎石崎    優仁優仁優仁優仁    
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震災に対するにじの会の準備状況について震災に対するにじの会の準備状況について震災に対するにじの会の準備状況について震災に対するにじの会の準備状況について    

 

にじの会として、昨年の３月１１日からいろいろと震災対策を検討してまいりましたが、今年１

月ににじの会公開講座「迫りくる東京大震災～地域と障害者施設はどう対処するか」を開催し、４

月には防災対策委員会を発足いたしました。特にＮＰＯ法人「暮らしと耐震協議会」木谷理事長の

アドバイスを受けて対策を進めております。 

 「にじの会」の具体的な準備として、下記のことをしておりますのでご報告いたします。 
１．耐震器具関係 

・ 転倒防止器具の設置―耐震ジェル粘着マット（居室内のタンス等に設置）、家具固定用具Ｌ

型粘着式（施設建物内の棚及びキャビネット等に設置）、発泡スチロール・ダンボール（家

具の隙間に設置）とツッパリ棒 

２．非常食等の備蓄関係 

・ 飲料水 

・ 非常食（五目ご飯、ドライカレー、牛飯、炒飯他）３日分＋１０％（１，７００食） 

・ 簡易ガスコンロとガスボンベ 

・ 御菓子類 

・ レスキューシート 

・ 緊急簡易トイレシート 

・ 災害時用多機能ＡＭ/ＦＭラジオライト（サイレン付）の配置 

３．地震時緊急体制 

  ・日中活動時 

各工房室での避難場所→事業所内での避難場所の設定 

・ 送迎中 

にじの会に戻って待機、あるいは送迎中の待機場所を把握 

  ・通所帰宅途上時 

      災害時緊急連絡カード（三鷹市障がい者福祉懇談会モデル）の活用 

  ・夜間時 

   各フロアでの避難場所及びスタッフ間の連絡体制の設定 

  ・災害時の連絡方法 

   災害伝言ダイヤル（１７１）の活用 

  ・その他 

   消防計画に沿った行動 

利用者、スタッフ及びそのご家族等の連絡体制の設定 

地域や自治体との連携 

 

 ４．その他 

災害は、何時・何処で起きるか分かりません。「自助・共助・公助」という言葉があります 

が、まずは、にじの会関係者の方の自らの安全が一番ですので、上記の対策を参考にして安全 

を確保されることを望みます。              （防災対策委員会・飯野龍二） 
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地域における防火・防災訓練への参加状況（大沢・ホーム）地域における防火・防災訓練への参加状況（大沢・ホーム）地域における防火・防災訓練への参加状況（大沢・ホーム）地域における防火・防災訓練への参加状況（大沢・ホーム）    

①①①①    大沢地区大沢地区大沢地区大沢地区    

９月１日(土)に、三鷹市立羽沢小学校で行われた防災訓練に大沢にじの里から利用者４名、ス 

タッフ 3 名が参加しました。 

利用者さんは煙ハウスや初期消火訓練をスタッフと共に体験し、目の前が見えない程の煙で包 

まれたハウス内も、物ともせず勇敢に進まれる姿が見られました。また、普段接点の少ない地域 

の方々とも関わる事が出来、貴重な時間を過ごす事が出来たのではないかと思います。 

                                        

②②②②    ケアホームにじの森ケアホームにじの森ケアホームにじの森ケアホームにじの森    

防災の日の翌日９月２日（日）に、三鷹市立井口小学校で行われた三鷹市総合防災訓練に    
にじの森から４名が参加しました。 

  にじの森は、大沢にじの里より勤務スタッフ数が少ない為、いざという時には入居者本人の力 

に頼らなければなりませんので、入居者皆さんの防災意識を高めて行く必要が有ります。 

今回参加された入居者の方は、煙の中からの脱出訓練や、消火器を使っての消火訓練を実体験 

されて、緊急時の大変さを実感されたのではないでしょうか。 

   

③③③③    ケアホームにじケアホームにじケアホームにじケアホームにじ    

9 月 2 日（日）に、三鷹第四中学校で行われた総合防災訓練にケアホームにじから利用者６

名、スタッフ１名が参加しました。 

雨天の為、残念ながら消火訓練やバケツリレーなどは省略されましたが、その分時間を掛け

て包帯の巻き方と心肺蘇生の方法を教わりました。積極的にやり方を聞いて教わる方もいて、

皆さん真剣に取り組まれていました。 
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「利用者支援の充実に向けて」利用者支援の充実に向けて」利用者支援の充実に向けて」利用者支援の充実に向けて」    

－個別支援計画再構築の進捗状況－－個別支援計画再構築の進捗状況－－個別支援計画再構築の進捗状況－－個別支援計画再構築の進捗状況－    

（１）はじめに 

障害者自立支援法の施行以降、サービス利用計画は相談支援専門員が作成し、生活介護や各事業

で作成する個別支援計画はサービス管理責任者が作成することとされてきました。 

 従来は、それぞれの関係が不明瞭でしたが、今後はサービス等利用計画が本人支援のための中心

的な総合計画(トータルプラン)となることから、事業所ごとに作成される個別支援計画は、サービ

ス等利用計画における総合的な援助方針等を踏まえ、各事業所が提供するサービスの適切な支援内

容として検討し作成することとなっています。 

にじの会では前回の「にじの会だより」で報告した通り、今年度の下半期から実施すべく新個別

支援計画の作成を進めています。 

 

（２）新個別支援計画作成に向けて 

にじの会ではこれまで支援の重点は大きく 
「開所から安定時期まで（平成１５年～１７年頃）」 
「安定から向上を目指す時期（平成１７年～１９年頃）」 
「発達支援と就労事業売上を重視の時期（平成２０年～２１年頃）」 
「発達支援の全面導入の時期（平成２２年～２３年）」 

の４つの時期を経てきましたが、4 つ目の発達支援の全面導入の時期に、発達を重視した支援では

利用者の方達に本人努力主体の能力向上の支援を進めてしまったため、指導的、教育的な支援が優

先してしまい、結果的に利用者の方達に大変辛い支援を実施してしまった経緯がありました。 

そこで今年の 4 月より管理職が中心になり、「障害者の個別支援計画の考え方・書き方」（桃山学

院大学・准教授 松端克文氏著）を参考図書として、新しい個別支援計画について学習を進めてき

ました。 
８月のにじの会職員の全体研修では、にじの会監事の佐藤久夫氏を講師に、新制度に於ける個別

支援計画についての考え方と ICF（国際機能分類）の考え方について学び、計画づくりの参考とし

ました。参加した職員の感想として 
・「今までの支援計画を踏まえて本人、ご家族の立場に立ち、幸せに生きていけるような支援を

目標にしたい。」 
・「日本の障害者制度の一連の流れを通じて現行の法制度の問題点と利用者支援の方向性を理解

出来た。」 
・「利用者の自己実現を目指す事が重要と思われる。「その人らしい生き方・一般的な地域住民」

としての生活を想定した支援計画であることが非常に重要と感じた。」 
とあり、新個別支援計画についての新たな取り組みに職員として意思統一がされてきました。 

今回の支援計画は、利用者の方たちが地域社会でしあわせに生活ができる計画作りを進めていく

ということを第一に考えて取り組んできました。その実現のために、アセスメントから本人と家族

が職員と一緒に積極的に参加して、本人が本当に主体となる計画を実現できるように取り組んでい

く事としました。目標を「すべての利用者が地域社会の一員として、年齢相応の地域住民として当

たり前の生活を送れるようにする。」事に置き、そのために必要なサポートを提供することを支援

の中心とする方向に修正していきたいと考えています。以下に支援の目標と支援計画の設定の基本

的視点をまとめ詳しく説明をします。 
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（３）支援の目標と支援計画の設定の基本的視点 

 

１．支援の目標 
「利用者を地域住民の一員として位置づけ、地域での当たり前の生活を支援する。」 

 
①本人や家族が、幸せに生きていけるよう支援する。 
②本人が輝いて生きていけるように支援する。 
③そのために他者との豊かな関係の形成を支援する。 

 
地域住民として障害の重い方は自立と社会参加を促進し、障害の軽い方は自立と社会経済活動

への参加を促進し、本人が主人公として輝く未来を計画できるよう内容を充実させていきます。

また、支援者は「本人が他者とのわかりあえる人間関係の拡大」と、「障害が重い人でも、想い

を人間関係の中で意思確認ができるような状況の構築」に努めて参ります。 
 
２．支援計画の設定の基本的視点 

①利用者がエンパワメントしていくことを支援する。(エンパワメント向上) 
    (本人の意欲やスキルを向上させる環境や関係の改善を重視する。) 

②利用者の生活の質を向上させていく。 
    人生の達成感・生命の充実感・生活の満足感(３L)の質と量(２Q)の向上 

③ノーマライゼーションを実現していく。(8 原則) 
  

支援計画は、本人が望む生活が実現できるような支援を行なうための「計画」であることを原

則とします。「計画」では、利用者の「できないこと」ではなく、「どのような支援があれば、ど

のようなことができるか」ということを焦点に作成します。また、本人の努力ではなく、支援の

方向性や内容(どのような支援、どの程度の支援を行なうか)という観点から支援計画を作成しま

す。したがって、「計画」は本人の努力(訓練や学習)のための計画ではなく、本人の意欲やスキル

を向上させる環境や関係の改善を重視し、本人のエンパワメントやＱＯＬ（人生の達成感・生命

の充実感・生活の満足感）の向上を図るために、支援者としていかに支援していくかという内容

の計画となります。そこで実現すべき生活は、以下に記述するノーマライゼーション 8 原則を含

んだものでなければなりません。 
 

① 1 日のノーマルなリズム 
② 1 週間のノーマルなリズム 
③ 1 年間のノーマルなリズム 
④ ライフサイクルのノーマルな経験 
⑤ ノーマルな要求の尊重 
⑥ 異性との生活 
⑦ ノーマルな経済的規律 
⑧ ノーマルな環境基準     

 
最後に 

一人一人が生き生きと輝いて生きる地域生活を実現できるように、にじの会一同頑張ってまい

ります。関係の皆様のご指導ご協力をお願い申し上げます。 
（研修委員会・田中克樹） 
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第２回第２回第２回第２回    にじの会スポーツ大会にじの会スポーツ大会にじの会スポーツ大会にじの会スポーツ大会    

 

9 月 27 日、生活介護と就労 B 型の利用者・スタッフ・ご家族参加によるスポーツ大会を、武蔵野

総合体育館メインアリーナにて開催しました。今年は全員参加の種目を増やし、さらに新しくプレ

ーバルーンを実施することで全員で取り組む姿を見ていただけるよう考

えました。 

最初の種目は「花文字作り」。この種目はスタートして途中で花を受け

取り、その花を大きなパネルに張り付けて文字やイラストを作るもので

す。各工房ごとに全員参加で作り上げた言葉は「ファイト（マーク）に

じ」、そして綺麗に出来上がった文字の前で各工房の紹介やスポーツ大会

に向けての意気込みを披露しました。 

次の種目は「大玉転がし」。昨年は片道だけでしたが、今年は往復にも

挑戦、往復の次に片道を行いました。皆さん丁寧に大玉をコントロールされ、往復では難しいター

ンの所も上手に操作されていました。 

この後、昼休憩をはさみ、午後の最初は全員参

加でご家族対利用者の「玉入れ」です。今年はご

家族の参加が増えたため 3 グループに分かれて、

各グループ 2 回ずつ対戦しました。各グループと

も大変盛り上がり、結果は接戦で同点が 2 回も出

ると言う奇跡的なことが起こりました。勝者は 1

グループ目は最初が利用者で次は同点。2 グルー

プ目は最初が利用者で次はご家族。3 グループ目

は最初が利用者で次が同点。昨年にも増してご家

族もハッスルされ、翌日筋肉痛になった方もいら

っしゃったとか・・・。次に行った玉を箱に入れる種目では、

スタッフが箱を引き動く箱を作りました。箱を追いかけて入れ

る方、確実に置いてある箱に入れる方、開始から 2 分ほどで約

160 個の玉を 4 つの箱に入れ終わりました。 

30m 走では普段は走ると止められている利用者も、ここぞとば

かり走る姿がみられました。 

今年の障害物走はきちんと見せることを目標に練習してきま

した。最後のポーズは決まっていたでしょうか。 

プレイバルーンは全員参加の種目で、運動グループや工房ごと

に練習してきました。最初はしゃがめなか

ったり中に入れなかった利用者さんも、

徐々に出来るようになりました。 

スポーツ大会は、日頃行っている運動の

成果を発表する場でもあり、一日楽しく体

を動かす場でもあります。今年はご家族の

観覧が増えたことは大変喜ばしく、また玉

入れに参加されたご家族が多く利用者さん

も喜ばれていました。今後も健康を考えた

活動、また生涯に渡ってスポーツに親しみ

楽しみを感じていただく活動を目指してい

きたいと思います。 

（運動担当・田島多恵子） 
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日帰り旅行報告日帰り旅行報告日帰り旅行報告日帰り旅行報告    

① ワークショップハーモニー（平成 24 年 9月 16 日） 

              利用者会を通じて、利用者の皆さんで話し合い 

内容を決めた日帰り旅行も３回目になりました。 

              今年は「海ほたるとマザー牧場」のオリジナル 
バスツアーでした。動物ショーやふれあいを楽しんだ 

方、体験工房で物作りに挑戦した方、ゲームや 

アトラクションを満喫した方等、思い思いに楽し 

んだ１日でした。みんなで作ってみんなで食べる 

昼食も、美味しさ倍増。帰りは交通渋滞で 

予定より到着が遅れてしまいましたが、 

車内では、利用者さんのサプライズお誕生会 

を企画し、楽しく賑やかにすごせました。 

ご家族や旅行会社のご協力もいただき、無事に終えることができました。 

（就労移行・佐藤美絵） 

②未来工房にじ（平成 24 年 10 月 12 日） 
夜間降り続いた雨も止み、当日は秋晴れの清々しい朝でした。行先はスタッフのサポートを受けながら

利用者会で決定した「お台場」、そして浅草までの「水上バス 

の旅」です。午前８時 30 分、三鷹駅に集合。まだ朝の混雑 

が残る時間帯に総武線に乗車、東京テレポート駅まで向か 

いました。お台場では、主にフジテレビの見学のみに終 

わってしまいましたが、水上バスではゆったりと腰掛けて、 

窓越しから見える隅田川沿いに広がる景色を眺めたり、ま 

た屋外のデッキに上がり、心地よい風を感じて水上バスの 

旅を楽しまれていました。水上バスが永代橋に差し掛かる 

手前でガイドさんがデッキにいる乗船客に“皆さん！腰を下ろして！”とアナウンス。水上バスが橋桁のスレ

スレを通過、立ったまま景色に見惚れていたら、頭を橋桁にぶつけてしまいそうなスリリングな経験もしまし

た。これは日時と潮位により、このような状況になるとのことでした。 

さて、今年の日帰り旅行、どんなことが、一番の思い出でしょうか？“美味しい食事？”、“水上バスの屋

外デッキで味わったスリル？”思い出は、この日疲れとともに床に就いた皆さんの“夢”のなかに現れては来

ませんでしたか？さぁ、来年の日帰り旅行は、どこに出掛けましょうか・・・。（就労継続Ｂ型・池田享） 

③ 大沢にじの里生活介護（平成 24 年 10 月 19 日） 

前日まで心配された悪天候でしたが、当日の朝はすっきりとした秋晴れ 
となり、神代植物公園の送迎バスの集合場所からは、利用者の皆さん・スタ

ッフ共々笑顔での出発となりました。行き先の葛西臨海公園では、見事な 

青空と広大な海、心地良い海風と一緒に、事前に予約しておいたワークショ

ップハーモニー惣菜工房の手作り弁当を味わいました。公園内では小グルー

プに分かれ、水族館で大きなマグロの回遊やかわいいペンギンの群れなど 

楽しんだり、公園内を走るパークトレインに乗って優雅なひと時を過ごした

り、売店やレストランでの軽食、おみやげを選んだりとそれぞれのグループ

のペースで、思い思いの買物や飲食などを楽しまれました。 
 帰りのバス内では利用者の皆さんもお疲れの方もいた様で、気持ち良さそ

うに寝ている方も多く見受けられました。今回の旅行は晴天のおかげで、 

楽しいひと時を過ごした思い出がまた一つ増えたと思います。 
（大沢にじの里生活介護・清水宏一郎）
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にじの会 

第 10 回文化行事 

 

10 月６日（土）大沢コミュニティーセンター

体育館で第１０回にじの会文化行事が開催さ

れました。今回の催しは大沢住民協議会の後援

を頂き、地域の方々と共に音楽を楽しみ、同時に迫り来る震災への対策を考える機会として、NPO

法人暮らしと耐震協議会のご協力を得て開催しました。 

 第一部は「心の唄バンド」のコンサート。しみじみと心に響く抒情歌や明るい歌声で聴衆を魅了

しました。コンサートの中で阪神淡路大震災と東京湾北部直下型地震のシミュレーション映像が流

れ、会場は他人事とは思えない映像をじっと食い入るように見ていました。 

 第二部は「にじアート」チームが客席から演奏しながら

ステージへ。続いて「外作業」チームの打楽器演奏。日頃

の音楽活動での一端を披露し盛んな拍手を浴びていまし

た。普段の姿とは違った一面を見せてくれた演奏でした。 

 続いて出演したのはカサブランカの会。

地元の大沢地区で毎月練習を行い、時には

地域の行事や介護施設でのボランティア

活動を行っている大正琴のグループです。

「みかんの花咲く丘」等、誰もが知っている曲が流れると、会

場では口ずさんでいる姿があちこちで見られました。 

最後は心の唄バンドと未来工房にじチームが会場のみなさん

と一緒に「希望の歌」を歌いフィナーレとなりました。参加者

の一人は「皆さんの明るく頑張っている姿に感動。元気をもら

いました」と語ってくれました。（実行委員長・比企通男） 

 

            『にじの会便り『にじの会便り『にじの会便り『にじの会便り 43434343 号』号』号』号』    定価定価定価定価    50505050 円円円円    

発行所：特定非営利活動法人障害者団体定期刊行物協会発行所：特定非営利活動法人障害者団体定期刊行物協会発行所：特定非営利活動法人障害者団体定期刊行物協会発行所：特定非営利活動法人障害者団体定期刊行物協会    

園内に咲くはなかいどう園内に咲くはなかいどう園内に咲くはなかいどう園内に咲くはなかいどう        〒157-0073  東京都世田谷区砧 6-26-21 

 

                                編集人：社会福祉法人にじの会編集人：社会福祉法人にじの会編集人：社会福祉法人にじの会編集人：社会福祉法人にじの会    

          〒181—0015 東京都三鷹市大沢 1-6-3  TEL：0422-39-2411 FAX：0422-39-2412 

               ホームページアドレス：http://www1.parkcity.ne.jp/niji/ 

 


