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「利用者支援の充実に向けて」
理事長

石崎

優仁

にじの会が平成１５年に知的障害者入所施設「大沢にじの里」と通所施設「未来工房にじ」を開
所してから今年で１０年目になります。これまでの「にじの会の利用者支援の重点」を整理してみ
ると以下のような推移になっています。
第１期 開所から安定時期まで（平成１５年～１７年頃）
生活支援では、フロアの安定と重大事故防止が重点
日中活動支援では、本人に適した工房や活動の提供が重点
第２期 安定から向上を目指す時期（平成１７年～１９年頃）
生活支援では、コミュニケーション技術の向上とわかりやすい生活作り（構造化）
日中活動では、授産売上・工賃の向上が重点
第３期 発達支援と就労事業売上を重視の時期（平成２０年～２１年頃）
重度利用者支援では、発達評価を実施し本人の能力向上が重点
中軽度利用者支援では、A 型等の売上拡大が重点
ケアホーム利用者支援では、地域生活の安全と安定が重点
第４期 発達支援の全面導入の時期（平成２２年～２３年）
重度利用者支援では、発達支援中心の個別支援計画と工房や活動編成を実施
中軽度利用者支援では、発達評価による活動編成の導入と A 型等の売上拡大を重視
ケアホーム利用者支援では、地域資源を活用した地域生活を展開
このように、一応の安定を実現した第２期以降、支援の重点は重度者については本人の能力向上
に向けた発達支援が中心となってきました。中軽度者については、売上や生産の拡大による工賃向
上を最重点にしていました。その結果、支援者の姿勢は重度支援では「教育者化」就労支援では「職
人化」してきつつありました。
これは、利用者支援の目標と理念を明確にしてこなかったために、必要な支援の中の一部の領域
に偏った支援が実行される結果になったものと思います。特に本人の要素と環境の要素等の関わり
の中で障害という状態をとらえる ICF（国際機能分類）の考え方を取り入れたにもかかわらず、昨
年は実際には本人努力主体の能力向上の支援になってしまい、環境の改善への支援が大きく欠落す
る個別支援計画が組まれてしまいました。
利用者支援開始から１０年目の今年は、利用者支援の目標を、ケアホームで実行してきたように、
本来の「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おります。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。
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特集：にじの会 地域生活支援事業と就労支援事業の状況報告
【地域生活支援事業 ケアホームにじ】
ケアホームにじは三鷹駅から１０分圏内という好立地に、にじの会初のケアホームとして平成１
８年３月に開所しました。スタッフは、男性スタッフ５名、女性スタッフ１名、寮母１名の構成と
なっています。ケアホームにじの利用者の方は、以前大沢にじの里に入所されていて、地域移行に
てケアホームに引っ越された方が殆どです。このため、集団生活に慣れている方が多く、開所当初
もスムーズな船出となりました。ケアホームにじは、その人らしい生活をモットーに、少人数と地
域生活という特徴を活かした穏やかで楽しい生活環境を提供しています。
１階：清水健太郎さん
斉藤金男さん

石塚祥一さん

岡部清明さん

鈴木裕一郎さん

平澤正美さん

高森誠さん

計男性７名

１階の食事の際は食器並べ、お茶汲み、配膳と食器洗い、食器拭きで２名の方がお手伝いしてく
れています。食事はにじの里から運搬されてくる為、お皿への盛り付けはスタッフが実施していま
す。共用部分の掃除は、平日は寮母が行い、毎週土曜日は利用者、スタッフ全員で分担し実施して
います。土日祝の余暇は、スタッフとの近隣散歩や買物はもちろんのこと、季節の行事を企画、実
施しています。さらにガイドヘルパーを利用した外出、地域行事への参加も行っています。

＜食器拭き＞

＜室内運動＞

＜ガイドヘルパー＞

２階：清水会文さん

代田孝一さん

久保啓二さん

石崎房子さん

中西夏子さん

男性３名

吉田裕美さん

女性４名

＜地域防災訓練参加＞

尾形奈保子さん

計７名

２階の食事は、基本的に利用者の方のみで、食器並べ～盛り付け～食器拭きまでの全工程を当番
制にて実施しています。当番利用者の方が不在の時は、利用者の方同士で話し合い、カバーしてい
ます。洗濯物も皆でルールや順番を決め、ご自分で行っています。スタッフは相談・調整役やトラ
ブル発生時の仲介など行っています。人間関係、社会性、協同意識向上と自己決定の場としてホー
ムミーティングを毎週行っています。ケアホームにじでは、比較的高齢の方が多いということもあ
り、火曜日と木曜日に機能維持の為の運動を運動専門スタッフのプログラムを下に実施しています。
土日祝の余暇は自由にお一人で出掛ける方、ガイドヘルパーを利用しての方など実に様々です。

＜ミーティング＞

＜２階食事当番＞

＜食事作り＞
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【地域生活支援事業 ケアホームにじの森】
平成２４年４月１日に入居者１２名、支援スタッフ６名+寮母２名で開所致しました、ケアホー
ムにじの森（調布市深大寺東町）ですが、気が付くと４ケ月が経過していました。入居者の方の中
で半数以上の方が、初めての共同生活となりましたが、とても落ち着いたスタートとなりました。
＊２階ユニット
小松則仁さん 下川大輔さん 伊藤健太さん、杉山晃徳さん、楠瀬義喜さん、藤原学さん
共同生活・社会生活でのルールの確立、自己決定に重点を置いた支援を行なっています。“自分
の事は自分で行う”を目標に、仲間やスタッフと助け合いながら生活しています。
食事の配膳は、スタッフはサポート程度で、入居者の方が主体的に行っています。夕食後は、運
動の日、ホームミーティングの日など決めて実施しています。各居室が広く快適な為、篭りきりに
ならないよう、余暇支援に創意工夫し、円滑な人間関係を築くための支援を実施します。さらに、
今後は地域住民として地域行事や、ホーム周辺清掃なども行っていきたいと考えています。

＜配膳準備＞
＜共用部清掃＞
＜ラジオ体操＞
＊３階ユニット
蛭川敏行さん 矢崎十三さん 石本秀夫さん 倉持忠司さん 曽田存高さん、中野雅理さん
個々の自主性を尊重しつつも、協調性・協同意識など他者を思いやる心を育むことが出来るよう
な支援を行なっています。
食事の配膳は、食器並べ、配食、洗い物など当番制にて交代で実施しています。洗濯は洗濯機操
作から、干す、取り込むまでほとんどの方がお一人で行っています。洗濯機も全員分は無いので、
順番で譲り合いながら行っています。スタッフは食事当番や、洗濯機の順番などの調整を行う程度
です。今後は、２階の方と同様に、地域住民としての活動を行っていきたいと考えています。

＜食事運搬当番＞

＜食器洗い当番＞

＜余暇外出＞

6 月 23 日に、ケアホームにじの利用者の方との合同余暇で、カラ
オケを行いました。皆さん、はじめは緊張の面持ちで挨拶を交わして
いましたが、曲が進むうちに笑顔が出始め、ハーモニーガーデンのピ
ザをおやつ代わりに食べる頃には、ケアホームにじの利用者の方との
コミュニケーションを楽しむ場面も見受けられました。今後も交流余
暇を定期的に実施する予定です。
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【就労継続支援事業Ｂ型 未来工房にじ】
未来工房にじは、平成１５年４月の開設から１０年目の運営を迎えました。パン工房、食品加工
工房、織り工房、園芸班の４つのグループで日中の活動を展開しています。現在の利用者数は全員
で３４名、そのうち男性の利用者の方が２２名、女性の利用者の方が１２名となっています。年齢
を見てみますと１９歳から６３歳までの方が利用され、その平均年齢は３５．５歳となっています。
それでは、それぞれの活動グループについての紹介をします。
パン工房は利用者の方が９名（男性７名、女性２名）です。自宅から
の通所者６名、ケアホームにじの森から３名の方が通っています。皆さ
んといっしょに、日々パンの生産に励んでいるスタッフは２名で、作業
中の工房は活気に満ちています。パンが焼き上がるまでの前工程、たと
えば生地の仕込みでの材料の計量、ミキシング、発酵、成形、焼成等々、
多くにわたる生産の工程に皆さんの力が発揮され、ショップにはこんが
りと焼けた個性豊かなパンが並んでいます。
食品加工工房は利用者の方が９名（男性５名、女性４名）です。自宅か
らの通所者５名、ケアホームにじから２名、ケアホームにじの森から１
名が通い、そして大沢にじの里の方が１名です。工房のスタッフは２名
で、四季折々に実った無農薬の果実をフレッシュな状態のままでジャム
に仕上げています。果実を洗い、刻み、煮る、主な工程は以上ですが、
他にもジャムを入れるビンや道具を洗ったり、滅菌の為の煮沸消毒等々、
一つ一つの工程に皆さんが協力をして、少ないロットで生産をしていま
す。他にも給食用のデザート、おやつの生産も行い、食べて頂いた皆さんからの“おいしい”との
言葉が励みになっています。
織り工房は利用者の方が８名（男性３名、女性５名）です。自宅からの
通所者４名、ケアホームにじから２名、ケアホームにじの森から２名が
通っています。
裂き織りの材料は、着ることがなくなった着物です。中にはご家族が
大切にしていた着物を加工して下さいと持ってくるケースもあります。
先ずは着物を縫い合わせている糸を解す作業から始まります。次に、糸
が解された生地をハサミで一定の幅で切る、裂き糸作りの工程に移りま
す。ここまでの工程はとても根気の要する作業で、皆さん真剣な表情で作業に向かっています。そ
して、この裂き糸を使い、織りの工程に入ります。織り込まれた生地は、皆さんの力加減等でそれ
ぞれ特徴があります。工房のスタッフ２名がアイディアを出し合い、その生地の特徴を活かしてバ
ッグ、ポーチ等の製品に加工します。今年は、これまでとは違った若い年齢層の方にも受け入れら
れる“新感覚の製品”を企画して生産することに力を注いでいます。
園芸班は利用者の方が８名（男性７名、女性１名）です。自宅からの
通所者６名、ケアホームにじから１名、ケアホームにじの森から１名の
方が通っています。活動の主な内容としては、花と野菜の植栽、にじの
会各事業所の環境整美、三鷹市障がい者地域緑化推進事業（三鷹市牟礼
の「花と緑の広場」）の委託業務になります。４月にオープンしたピザレ
ストラン‐ハーモニーガーデンのメニューには、園芸班で育てた朝取り
新鮮野菜がたくさん使われ、その料理には上手に野菜の旨味が引き出さ
れています。花と緑の広場では、草取り、季節の花の植栽を行なっています。とても広い広場で皆
さんノビノビと作業に取り組んでいます。只今、地域とのつながりが深められるよう、ご近所のお
家の庭を剪定する仕事の請け負いを検討しているところです。
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【就労継続支援事業 A 型 ワークショップハーモニー】

「ギフト」ただいま承り中です！
ハーモニーをご利用いただき、ありがとうございます。
７月に入り、ワークショップハーモニーＡ型ではギフトの生産が書き入れ時となり、スモーク工
房のソーセージ、パン工房のマフィンなどの生産がピークを迎えています。新しいギフトカタログ
にてまだまだ皆様からのご注文を承っておりますので、ぜひ、帰省などのお土産にも合わせてご利
用ください。

腸詰め作業（スモーク工房）

ﾏﾌｨﾝ、ﾗｽｸの生産（パン工房）

ラッピング（ショップ）

三鷹市内の小・中学校の給食に豆富工房の豆富が登場！
豆富工房は新年度に入り、小・中学校での給食の説明会を経て、たくさんのご注文をいただいて
おります。1 日の納品が１００㎏を超える日もあり、工房内は大忙しです。利用者、スタッフとも
にたくさんの豆富の生産を行っています。
これまでに力をつけてきた利用者の皆さんが、仕込みから商品になるまでの工程にしっかり携わ
って作っています。今後は、油揚げの注文も承っていく予定です。
滋賀県産の「タマホマレ」など国産大豆に徹底してこだわった安全・安心でかつ美味しい豆富に
仕上がっています。皆様もぜひ、お召し上がりください。
ハーモニーショップ、ハーモニーガーデン、オーソレミオにて販売中です。

利用者それぞれが任された工程を担当し、しっかり協力し合って豆富の生産をおこなっ
ています。きれいに仕上がった油揚げも利用者の皆さんが作っています。
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【就労継続支援事業 A 型 ハーモニーガーデン】

４月３日にオープンして３ヶ月が経過しました。最初は一
日一日をこなすことだけで精一杯でしたが、利用者・スタッ
フともペースが作れるようになってきました。
オープンから勤務している利用者４名は、しっかりと自分
の役割を果たしています。ピッツァ担当の利用者さんは焼き
加減の調整が難しく、涙を流しながら試行錯誤を重ね、最近
ようやく安定してきました。また、調理の仕込みも最初はスタッフのみが行っていましたが、最近
は半分以上利用者さんができるようになっています。ドリンク担当の利用者さんは毎日在庫チェッ
ク票をつけ、自分で足りないものを買いに行けるようになりました。ホール担当の利用者さんは掃
除を１人でおこない、少しずつ大きな声で「いらっしゃいませ！」が言えるようになってきました。
また、７月からスモーク工房になかなか通所ができなかった利用者さんも実習という形で週２回ハ
ーモニーガーデンに通い、洗い物、掃除、仕込みなどを行っています。
スタッフは２名体制で各スタッフがホール及びレジ、調理と分担しています。毎日お客様と向き
合いながら、ハーモニーガーデンでの利用者支援とはどういうことかということを話し合って仕事
に取り組んでいます。また、週末のディナータイムや土曜日はハーモニーから応援のスタッフが駆
けつけ、ランチタイムの忙しい時間のみ２名のパートさんに来てもらっています。金曜日のお昼の
み利用者さんのご家族の方に洗い場のお手伝いに入っていただき、いろいろな人の力でお店が成り
立っていることを実感しています。
ランチタイムはワンコイン(５００円)ということもあり、一時期は毎日８０名以上の方が来店さ
れていましたが、最近は梅雨時ということもあり、だいぶ落ち着いてきました。ランチタイム以外
の集客アップの取り組みとして、ディナータイムや土曜日にご予約いただいた方は「デザートサー
ビス」、その時間に使用していただける「ソフトドリンク５０円引き券」の配布、暑くなってきた
のでビールやワインと前菜がセットになったお得な「ちょっと一杯セット」の提供などを行ってい
ます。今後はパーティーメニューを考案し、暑気払いなど団体様で利用していただけるようにと考
えております。また、販売コーナーでは価格を少しお安くする「本日の日替わりサービスパン」も
始めて好評をいただいています。
本格的なナポリピッツァを始め、素材のおいしさを活かしたお料理
や、販売しているハーモニー製品、未来工房のジャムは自信を持って
おすすめできるものばかりですので、皆様お気軽にお店に足を運んで
いただきたいと思います。ご来店心よりお待ちしております。
ハーモニーガーデン
〒182-0012 調布市深大寺東町７－４７－７
小田急バス 三鷹市役所前下車３分
ＴＥＬ／ＦＡＸ ０４２－４４１－１５８０
休日 日曜日・月曜日
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【就労移行支援事業】
【就労移行支援事業】
就労移行支援事業は、ワークショップハーモニーが開所した平成１９年１１月から事業を始め、
今年で５年目を迎えます。定員８名、現員５名（男性４名、女性１名）で年齢は 20 代～50 代まで
いらっしゃいます。スタッフ体制は、主任１名、支援スタッフ２名（男女各１名）です。
就職実績ですが、昨年度は４名の方（男性２名、女性２名）が就職されました。職種としては、
清掃・事務補助作業、スーパーでの品出し、事務職、清掃・在庫管理です。それぞれ希望されてい
た職業に就くことができ、ご本人・ご家族だけでなく、会社の方にも大変喜ばれるほど、良い働き
振りを見せていらっしゃるようです。今年度はこれまでに、２名の方（女性で清掃、洗濯業務補助）
が就職、１名の方（男性で清掃）が契約待ち、１名の方（男性で清掃）がトライアル雇用中です。
一昨年あたりから、定員の半数以上の就職実績が上げられるようになった反面、利用していただけ
る方の補充が間に合わず、利用される方の募集が今年度の課題となっております。
活動内容としては、所内作業、求職関連活動、実習関連活動、利用者募集関連活動、外部機関と
の連携などが主となります。
所内作業では、３ケ月毎に見直す個別支援計画に沿って各人の課題に合わせたスケジュールを作
成し、それに沿って実習を重ねています。繰り返し行うことで、いろいろなことが上達され、それ
がご自身の自信になって次の段階に進むことができます。
求職関連活動としては、昨年度に引き続き、今年度も企業合同説明会や面接会等の機会を多く活
かしていきたいと思います。未だ面接を受ける段階の前の方にも同行していただき、面接や会場の
雰囲気に慣れていただく予定です。また、地元のハローワークや就労支援センターのみならず、協
力関係が構築できつつある他地域の機関とのやりとりも充実し始め、面接会や実習の情報も得られ
ています。今後もこの関係性を成長させていきたいと思います。
実習関連活動としては、外部機関での実習は本人がどの程度働く力が備わっているかを試す（知
る）良い機会となります。最近では、面接～実習～トライアル雇用（正式雇用の前に最長３ケ月）
という流れが多いので、実習を受けるチャンスを得ることは雇用につながり易くなる傾向がありま
す。また、離職を経験された方もいらっしゃるので、対象者向けの「離職障害者職場実習事業」の
説明会に参加してエントリーも行い、来月受ける機会を得られました。今後も皆さんに合った実習
を受ける機会を提供し、体験していただくことで力を付けていただきたいと思います。
利用者募集関連活動としては、上記で述べましたように今年度は新たな利用者さんの確保が必須
となります。そのためにまずは事業を知っていただくことから始めようと思い、７月からワークシ
ョップハーモニーの見学会（Ａ型事業も含む）を始めました。おかげさまでこれまで関係性の無か
った機関からも見学に来ていただき、まずは上々の滑り出しと思います。今後、実習を受け入れる
などして、如何に利用に繋げていくかが次のステップとなります。
就労移行支援事業はワークショップハーモニー単独では実現できず、多くの機関と連携すること
で成り立つものです。外部機関との連携としては、これまでにハローワーク、就労支援センター、
特別支援学校、自治体等と協力して情報交換し、徐々に関係性のパイプを太くしてきました。今後
もこの関係性をより広く、より太くするために上手くギブアンドテイクの関係を構築することを目
指していきます。
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【文化行事のご案内】

「心の唄コンサート in 三鷹市大沢」
にじの会文化行事も第 10 回目を迎えます。今年の文化行事は、テーマを『共に生きる地域を愛
し、近づく震災に備えるために』とし、会場を大沢コミュニティセンター体育館に移し、大沢住民
協議会のご協力を頂いて開催いたします。
コンサートの内容は、以前からにじの会を応援してくれている「木谷正道さんと心の唄バンド」
による演奏と、
「NPO 暮らしと耐震協議会」理事長でもある木谷さんの「耐震対策について」の映
像を交えながらの講話を中心にしております。また、「にじの会音楽スタッフ秋山葉と利用者の発
表ステージ」と、「大沢地域でご活躍されている方々のご出演」を予定しています。
このコンサートは三鷹市社会福祉協議会を通じて、歳末助け合い共同募金の配分を受け開催費用
に充当する事で、入場料は無料となっております。

文化行事スケジュール

木谷正道さんプロフィール

２０１２年１０月６日（土）

１９４７年平塚に生まれ今も在住。声楽家の
故藤井典明氏、権秦孝氏に師事。福祉施設で弾
き語りを続ける傍らコンサート活動を行う。07
年に東京都庁を早期退職し、現在ＮＰＯ法人
「暮らしと耐震協議会」理事長。

１３：００ 開場
１３：３０ 開演
１６：１
１６：１０ 終演

会場 大沢コミュニティセンター体育館
（入場無料）

木谷正道さん
自然、地域、人間・・・ばらばらになった僕
たちをもう一度つなぎなおそう。みんなが共
に生きていかれる世をめざし、ごいっしょに
唄い、語り合いたい。

『にじの会便り 42 号』
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