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東日本大震災から 3 年 

            ～にじの会の震災対策の取組～ 

                               にじの会防災対策委員会 

 あれから３年、皆様は「もう３年」「まだ３年」どのように感じておられるでしょうか。委員会で

は、「もう３年経ったのか」と思っての毎日です。被災地の現状や原発の状況は「まだ．．．」ですが。 

 にじの会では、３．１１後ただちに防災対策委員会を発足し、ＮＰＯ暮らしと耐震協議会理事長

の木谷様からアドバイスをいただき対策を進めました。また、公開講座や文化行事に於いて震災の

怖さと減災の取組方法など講演していただきました。それに基づき、ハード面では建物内の家具の

転倒防止などの安全対策を行いました。備蓄品については、食料（マジックライス、飴お菓子類）

３日分・水・カセットコンロ・緊急簡易トイレシート・レスキューシート・マスク・使い捨てカイ

ロ・手巻き型多機能ラジオライトなどを用意いたしました。 

 またソフト面では、東京都社会福祉協議会などのセミナーに参加し、ＢＣＰ（Business 

Continuity Plan―事業継続計画）設定を基本としてスタートし

ました。 

災害の年には、被災地からの障がい者の避難施設への支援スタッ

フの応援派遣や被災地への訪問もさせて頂きました。昨年度は、

大沢にじの里屋上に太陽光システムを災害時の非常電源用に設置

し、三鷹市防災無線設備を大沢を含め 3 事業所に設置しました。

帰宅困難者用備蓄食料の購入を実施し、安全大会では、消防訓練と非常食の体験を行いました。に

じの会利用者の通所時や外出時への対応として、緊急連絡カード（後にヘルプカードを加えて）を

作成し携帯を開始しました。 

今年度は、地震だけではなく地球環境悪化からの自然災害（台風

や大雪等）への対策も含め、減災に向けて具体的に「身についたＢ

ＣＰ」になるように繰り返し予行練習していく事、また地域の障が

い者の２次避難所機能を持てるように準備をしていく事を計画し

ております。 

 

最後に皆様にも、特に地震はいつ？どこで？起きるか分からないので、ＢＣＰすなわち「死なな

い」「殺さない」「倒産しない」をお考えいただいて準備していただければ幸いです。 

 

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    

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

ＨＰ：http://www1.parkcity.ne.jp/niji/ 

 

ににににじじじじのののの会会会会    だだだだよよよよりりりり    

    

Vol.49Vol.49Vol.49Vol.49    
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社会福祉法人にじの会 平成２６年度事業計画 

                                 にじの会理事会 

＜第７期の基本方針＞ 

 障害者基本法の改正から障害者虐待防止法、障害者総合支援法、障害者優先調達法、障害者差別

解消法の制定と進み、障害者の権利条約の批准まで昨年実現しました。内容的には不十分な面はあ

りますが、障害者がふつうの市民として生きる権利を実現していく方向は着実に進んできています。

法制度の変更への適切な対応とともに、提供サービスの質の向上と事業運営の安定向上、利用者の

高齢化対策等の地域ニーズへの対応を主眼として、また、次の１０年を担う法人の体制を築くべく、

以下のように第７期の基本方針を決定します。 

（１）「障害者が地域住民の一人として年齢相応の普通の生活をできるように支援する事」を目標に、

相談支援事業等を活用して必要な環境や社会資源を提供する事と本人のエンパワメントを支援

の重点とする幅広い利用者支援を実践する。 

（２）就労支援事業（Ａ型・Ｂ型・移行）を障害者優先調達法や地域ネットワークを活用し事業内

容と工賃の向上及び事業収支の改善を図るとともに、放課後等デイサービス事業の支援内容の

充実と事業収支の改善を図り、事業運営の安定を実現する。 

（３）次世代のにじの会を担う法人の組織体制を準備する。特にマネジメントを担当する人材の育

成とスタッフのモラル向上を推進する。 

（４）近づく大震災に備え、防災対策を強化する。事前の減災対策の推進と発生時のＢＣＰ（事業

継続計画）の予行訓練により実践の対応力をつける。また地域の避難所機能の整備を図る。 

（５）利用障害者の高齢化に対応し、高齢障害者の生活の場の確保や医療ケア体制の整備を進め、

地域で暮らし続けられる状況をつくる。また、地域生活の場であるグループホーム（ケアホー

ム）の増設を行い、入所者の地域移行も進める。 

 

＜平成２６年度の重点課題＞ 

上記の基本方針に基づき、平成２６年度の重点課題を以下の通りに決定します。 

（１） 各事業所の個別支援計画では利用者の社会参加と意思決定・選択の推進を本人のエンパワメ

ントの視点から計画的に取り組む。 

（２） 相談支援事業では、サービス利用計画の作成とモニタリングを計画的に推進し、地域の事業

所や自治体担当との協力関係の構築を行うとともに、地域生活に必要な資源情報の充実と利

用方法の調査を進める。 

（３） ハーモニーＡ型事業は障害者優先調達法を活用した学校給食等や地域ネットワークでの販

売を強化するとともに、ハーモニーガーデン・大沢ハーモニーのレストランショップでの良

質な製品・料理の提供と顧客サービスの向上により、売上の大幅な増加と製品サービスの高

い評価を実現していく。その中で利用者の仕事能力のレベルアップと工賃型利用者の処遇向

上を実現しつつ、就労事業収支と支援収支の赤字を大幅削減する。 

（４） 就労移行支援事業は、高い就労実績を維持するとともに、利用者の継続的確保を図り安定し

た事業運営を実現する。 

（５） にじアート放課後等デイサービス事業は、利用児童の増員と出席率の向上を図るとともに、
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支援内容の向上や長期休暇期間中の日中活動提供の増加を図る。また、安全確保を重視しな

がら収支改善を図る。 

（６） 各事業所の運営に於いては、「安全・清潔・挨拶」を重視して取り組む。 

（７） 人権擁護については、虐待防止マニュアルをベースとして支援の質の向上を進め、虐待の発

生を防止する。 

（８） スタッフの能力向上とモラル向上に向けて、研修に充実とマネジメント機能の向上を図ると

ともに、服務規律の遵守を徹底する。 

（９） 法人運営を継続できる組織を築くため、統括会議を理事会と管理職会議の間に設置し、方針

や問題点等の検討決定を担当する。 

（１０）震災対策については、各部門ＢＣＰ（事業継続計画）に基づき予行演習等を繰り返し実施

して組織も個人も対応力が身につくようにする。また地域障害者の２次避難所としての機能

を果たせる準備を進める。 

（１１）文書・情報管理については、必要な文書・情報の効率的な保存と文書・情報の流出防止を

確保できる管理システムを構築する。また過去の不要文書・情報の廃棄を安全に実行する。 

（１２）利用者の高齢化への対応については、生活の場として「大沢にじの里」の一部を高齢障害

者専用フロアとして整備し、医療ケア体制の確保も進める。進捗に合わせて、地域ホームの

高齢利用者と現入所利用者との交換移動を順次実施していく。 

（１３）地域生活の場として必要なグループホーム（ケアホーム）の開設を利用者家族との協同で

進める。今年度は女性用ホームの開設に取り組む。 

 

以上の基本方針と重点課題に基づき、平成２６年度の法人と事業の運営を実施してまいります。 

皆様のご理解とご支援をお願いいたします。 

平成２６年度統括会議平成２６年度統括会議平成２６年度統括会議平成２６年度統括会議のご紹介のご紹介のご紹介のご紹介    

今年度から法人の経営・事業の運営を担当する機関として統括会議が設定されました。理事会ま

での間、理事長を補佐して重点課題の取組や運営の重要事項を検討し提案を行う役割ですが、以下

の構成員が担当します。 

 

理事長 

石崎 優仁 

 

職員担当理事 

三上 君子 

 

大沢生活統括 

新津 健朗 

 

就労支援統括 

諏訪 拓 

 

業務統括 

岸 和正 

 

大沢日中統括 

田中 克樹 

 

にじアート統括 

坂野 健司 

 

地域生活統括 

下山 唯人 
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平成２６年度の新たな取平成２６年度の新たな取平成２６年度の新たな取平成２６年度の新たな取組み組み組み組み    

高齢化対策高齢化対策高齢化対策高齢化対策プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト    

 利用者の高齢化対策として以下の４つの課題に取り組みます。 

（１）生活の場の確保 
 入所利用者やホーム利用者が自力での歩行等が困難になった段階（寝たきり・車いす等）での生

活の場をどこに確保できるかという課題です。 
 特別養護老人ホーム等の介護保険施設の利用は大変な待ち状況で必要な時に入所する事は困難な

状況にあり、障害者支援施設大沢にじの里の一部を高齢障害者用に転用して高齢障害者の生活の場

を確保する方針とします。この場合、介護用の設備が必要となり、看取りの機能も必要になってき

ます。また、健康面・行動面等でホーム生活が可能な入所利用者と高齢・機能低下のホーム利用者

の交換移動が必要になってきます。 
（２）医療的ケア体制の確保 
 高齢利用者の医療ケアのためには、常時医療ケアできる体制が

必要になります。それに向けて、①大沢にじの里で診察・治療が

できる配置医体制を開始するとともに、②痰吸引・経管栄養等の

医療看護や身体介護ができる体制を準備していく必要があります。 
（３）機能低下防止の支援 
 同時に利用者の生活の質の確保のためには、機能低下を防止し 
て元気な状態をできるだけ長くするような支援が必要になります。 
そのために、①心身機能低下防止を運動専門・生活・日中活動・医務でチームを編成して取り組み

ます。②認知症対応の準備を進めます。 
（４）生活収支の確保 
 高齢化に伴い就労収入の減少・医療費の増加・介護保険サービス利用料等で生計が困難になるケ

ースが多く、収支確保の支援も必要になってきます。 
 以上のような課題に対して、プロジェクトチームで取組み、国や都の動向も見ながら、平成２６

年度・２７年度の２年間で必要な体制を整備する計画です。（プロジェクト責任者 石崎理事長） 
                   

新ホーム開設プロジェクト新ホーム開設プロジェクト新ホーム開設プロジェクト新ホーム開設プロジェクト    

 【平成２６年４月から、ケアホームとグループホームが一元化され、グループホームと名称が統

一されました。旧称ケアホームは包括型グループホーム、旧称グループホームは外部サービス

利用型グループホームとなりました。] 

にじの会では、平成１８年に三鷹市上連雀（定員１４名）、平成２４年に調布市深大寺東町（定員

１２名）にケアホームを開設運営して来ました。各ホームに入居されている利用者の皆さんは、日々

アットホームな環境で生活を送られています。 

最近は、他地域や特別支援学校等からのホーム見学希望者も多く、グループホームへの関心・入

居希望が高まっている状況です。特に、女性が手厚い支援で安心して生活出来るグループホーム（旧

称ケアホーム）への要望を頂いています。 

にじの会では、平成２６年度に三鷹・調布市近辺に女性専用のグループホーム（旧称ケアホーム）

の開設を行う為、入居希望者のご家族と職員・関係者でプロジェクトを組んで、グループホーム開

設準備を行う事となりました。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。（なお、女性専用グルー

プホーム開設後は、三鷹市上連雀のケアホームにじは男性専用のホームとなります。） 

（プロジェクト責任者 地域生活支援事業統括主任 下山唯人） 
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～安定した事業運営に向けて～ 

ワークショップハーモニー就労継続支援Ａ型事業ワークショップハーモニー就労継続支援Ａ型事業ワークショップハーモニー就労継続支援Ａ型事業ワークショップハーモニー就労継続支援Ａ型事業            

  今年度は就労収支と支援収支合わせた事業全体収支のマイナスを前年度の４分の１まで大幅

に削減することを目標にしています。そのため、運営の仕方を以下の通り大幅に変更してスタ

ッフ・利用者一丸となって取り組みたいと考えておりますので、ご協力をお願いいたします。 
(1)就労支援事業の改善  （売上目標 59400 千円  4950 千円／月）   
①利用者の適性に応じて雇用型・工賃型関係なく力を発揮できる工房に配属します。 

 ②生産の主体はスタッフではなく、利用者が担うという体制作りを進めます。 
③雇用型・工賃型共通の書式で公平な評価を行い、通勤費を全員一律上限 500 円まで支給、工

賃型の利用者には皆勤手当・精勤手当を支給し、できる限り公平な処遇を行います。           
 ④4 月の消費税の引上げ、原材料費等の高騰に対応する販売価格の改定を行いました。 
 ⑤優先調達推進法を活用し、学校給食等の取引先を三鷹市以外にも広げていきます。 
(2)支援収支の改善     （利用者数平均３０名見込み） 
 ①新規利用者を８名増員するとともに利用者の出勤率の向上に努めます。 

～ハーモニーショップとガーデンの体制が変更になりました～ 
4 月より、ハーモニーガーデンのシェフが萩田スタッフに変わりました。また、ハーモニーの

ショップはフリードリンクとともに商品をさらにアピールする場所として、新たなスタートを切

りました。できたてのお豆富や焼きたてケーゼの試食など、工房直結だからこそできるサービス

を提供して参りますので、今後ともよろしくお願いいたします。 
 

 

 

（Ａ型主任 諏訪 拓） 

にじアート放課後等デイサービス事業にじアート放課後等デイサービス事業にじアート放課後等デイサービス事業にじアート放課後等デイサービス事業            

 今年度は継続利用児２５名と新規利用児４名、高等部（１１名）、中等部（９名）、小学部（９名）

の計２９名の学齢児が利用します。昨年度より２名増員となり、賑やかなスタートとなりました。 

 今年度の事業については、「支援内容の向上」と「学校長期休暇期間中の日中活動の提供を増加」

出来るよう重点的に取り組みたいと思っています。支援内容向上に向けての活動内容として、 

①衣食訓練活動②集団への参加活動（友人との遊び・交流）③運動（微細運動・粗大運動・平衡運

動等）④話しを聴く（絵本の読み聞かせ・紙芝居を見る）⑤創作活動（絵を描く・作る）⑥音楽的

遊び（唄う）⑦五感活動（視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚）等のプログラムを提供します。今年度

も子ども一人ひとりの障がい特性を理解した支援や活動内容の向上を図ります。学校長期期間中の

日中活動の提供も「日数の検討」や「活動内容の充実」を図ることが出来るように、社会資源等の

情報も取り入れながら子どもたちや保護者の方々に喜ばれる日中活動を実施していきたいと思いま

す。 

＜スタッフ紹介＞   ５名のスタッフと顧問１名で担当します。 

須藤 大樹（主任）  吉田 賢司   杉原 利重   佐藤 夏代子   五十嵐めぐみ 

都 照代（顧問）                           

 平成２６年度は利用児童数の増加と利用日数の増加により、事業収支の赤字解消も実現したいと

考えております。                （放課後等デイサービス顧問 都 照代） 

 

★ハーモニーガーデン新シェフ紹介 

都内の有名ホテルで１５年ほどシェフをしていました。宜しく

お願いいたします。 

皆様のお越しをお待ちしております。 萩田 竜也 
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＜より豊かな日中活動に向けて～支援専門の取組＞ 

美術美術美術美術担当担当担当担当            
 美術活動は生活介護・Ｂ型の利用者を対象に、個別および集団で実施しています。活動に使用す

る素材には「ネバネバ」「さらさら」「ツルツル」など様々な感触がありますが、各々の利用者が好

む感触を何よりも大切にした活動を行っています。今後も積極的に作品展示機会を設け、また作品

を活用した商品の開発を行い、利用者の自立・社会参加を図ります。 
＜スタッフ紹介＞ 
千葉鉄也、臼井絵子の 2 名体制で美術活動を担当させて頂きます。宜しくお願い致します。 

 

 

千葉鉄也 
美術大学の油画科で講師経験あり。絵

画から立体まで幅広く対応します。 

 

 

臼井絵子 
美術大学では油画専攻。中学・高等学

校教諭専修免許状（美術）取得。 

（支援専門・美術 千葉鉄也） 

音楽音楽音楽音楽担当担当担当担当    

生活介護では、26 年度においても今年度に引き続き和太鼓を使用した

内容を中心に行っていきます。打楽器演奏を通じて、お互いの演奏の

聴きあい等、楽しい活動になるように考慮します。Ｂ型では、ドラム

活動を中心に行う木曜日、歌唱を中心に行う金曜日と曜日ごとの活動

内容を予定しています。また、利用者同士の交流の場となるように配

慮していきます。全体では、お誕生会や施設のイベント等で利用者の

音楽発表ができるように支援スタッフとの連携をとって計画します。 

 

＜スタッフ紹介＞ 
永野朋子、秋山葉の 2 名体制で音楽活動を担当させて頂きます。宜しくお願い致します。 

 

永野朋子 
日本音楽療法学会 
認定音楽療法士 
二期会会員（ソプラノ） 

 

 

秋山 葉 
ギターでの弾き語りを得意にしていま

す。作詞作曲も手がけます。 

（支援専門・音楽 永野朋子） 

運動運動運動運動担当担当担当担当    

生活介護と B 型では、ニーズ別グループ編成の中でフライングディス

クや球技等、楽しみながら出来る活動を考えていきます。B 型でも高齢

の方対象のウエルネスグループを増やし、ADL 向上の為の運動を行っ

ていきます。また生活フロアとケアホームでは、リラクゼーションを目

的としたストレッチング等も行います。 
イベントは秋のスポーツ大会の他に 5 月にウォーキング大会を開催し、

ご家族で楽しんで頂きたいと思います。 
＜スタッフ紹介＞ 
田島多恵子、桒本武の 2 名体制で運動活動を担当させて頂きます。宜しくお願い致します。 

 

 

田島多恵子 
健康運動指導士。教員免許状（保健体

育）取得。高齢者や低体力者の運動処

方を行います。 

 

桒本 武 
日本ラグビー協会 強化コーチ 
全日本スキー連盟 公認指導員 
安全に楽しい運動を心掛けます。 

（支援専門・運動 田島多恵子） 
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地域生活ニュース報告 

☆☆☆☆大沢にじの里大沢にじの里大沢にじの里大沢にじの里お花見会を実施しました☆お花見会を実施しました☆お花見会を実施しました☆お花見会を実施しました☆    

3 月 29 日(土)に神代植物公園にて大沢にじの里お花見昼食会を行いました。昨年はあいにくの雨

で施設での昼食会となりましたが、今年は天候にも恵まれ、暖かな陽射しの中で見ごろの桜を眺め

ながら、入所利用の皆さんがご家族と一緒に楽しいひと時を過ごすことができました。                        

 
 

   

 当日はお忙しい中、多くのご家族の皆様が参加して頂き誠にありがとうございました。ご高齢の

ご家族も多くなってきて、芝生に座って食事するのがきつくなっているようでしたので、来年は食

事場所も考え、より楽しい会になるよう努めてまいります。またご参加をお願いします。 

 (余暇担当 １Ｆ生活：山口) 

 

第第第第 26262626 回回回回大沢コミュニティ大沢コミュニティ大沢コミュニティ大沢コミュニティーーーー音楽会音楽会音楽会音楽会    

3 月 30 日（日）大沢コミュニティーセンターにて大沢地区の方が中心となって音楽会が催されま

した。出演者は食品加工の栗原祥平さん、パン・織り工房の中西夏子さんです。今回、栗原祥平さ

んは「ディズニーメドレー」（ディズニ－映画より）、中西さんは「夢」（ドビュッシー作曲）のピア

ノ独奏を行いました。お二人共、ピアノを弾くのが大好きという思いが伝わってくる、聴き手がま

だ聴いていたかったというような思いにさせられる素晴らしい演奏でした。演奏会は 5 年ぶりの出

演となりましたが、係の方々から「年々上手になっていくね」と演奏後に言葉をかけて頂きました。

栗原さん、中西さん、素敵な時間をありがとうございました！（支援専門・音楽 永野朋子） 

栗原さんと中西さん 支えて下さるご家族と 支えて下さるご家族と 
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 平成 26 年度年間行事スケジュール（予定） 

 

 

●主な行事 

５月２３日（金）  ウォーキング大会 

９月２８日（日）  文化行事（井口コミュニティーセンター） 

１０月２５日（土）  にじの会まつり 

 １２月２３日（火・祝）クリスマス会 

  １月 ９日（金）  にじの会成人式 

  １月２４日（土）  公開講座 

※スポーツ大会は日程調整中（１１月） 

 

●一泊旅行 

 Ａコース  ４月１７日（木）～１８日（金） 伊豆箱根（公共交通機関を利用） 

Ｂコース  ５月１５日（木）～１６日（金） 千葉方面（ディズニーランド ） 

Ｃコース  ６月 ５日（木）～ ６日（金） 山梨方面（温泉でゆったり  ） 

Ｄコース  ６月１２日（木）～１３日（金） 福島方面（スパハワイアンズ ） 

 

●帰省休業期間 

  ４月２９日（火・祝） ~ ５月５日（月・祝）  ５月連休 

  ８月  ９日（土）   ～８月１６日（土）    夏休み 

 １２月２８日（日）   ～１月４日（日）     正月帰省 

 

●施設家族連絡会 

  ６月１４日（土）参観日    ９月２０日（土）午後全体会   

１２月１３日（土）参観日    ３月２８日（土）午後全体会 
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