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第１０回にじの会公開講座報告
テーマ 「地域における障害者就労支援事業所の生産活動の実践と課題」
地域における障害者就労支援事業所の生産活動の実践と課題」
～お店や施設があるのは知ってるけど…？疑問にお答えします！～
平成２７年１月２４日（土）午後、大沢にじの里ダイニングルーム
にて第１０回にじの会公開講座が開催されました。寒い中でしたが、
８０名余りの方々にご来場いただきました。
今回は初めて「就労支援」をテーマに取り上げ、前半で武蔵野市・
調布市で顕著な就労支援活動を行っている事業所と三鷹市のにじの
会ワークショップハーモニーが活動報告を行いました。
最初に発表した「チャレンジャー」の新堂様からは就労Ｂ型で工賃１０万円以上の人が数人いる
ことや作業場所を明確に指示する工夫などの発表がありました。調布市の「すまいる」田﨑様から
はボランティアとのかかわりや「お父さんと子供のパン教室」が大変人気というお話がありました。
「ワークショップハーモニー」ではさらに地域の課題のお役に立てるよう努力したいという発表を
させていただきました。それぞれの事業所に特徴があり、もっと時間をかけてじっくり聞きたい内
容ばかりでした。
後半では、調布市障害福祉課の山口様から各事業所とのかかわりやネッ
トワーク、障害者優先調達推進法（官公庁等から優先的に障害者施設に発注
を進める法律）についての発表がありました。調布市は共同受注のしくみや
各事業所の製品を紹介する広報誌も市が主導で作ってお
り、プロが撮った写真を使った冊子の質の高さに驚かさ
れました。
質疑応答では工賃支給のしくみ、職員の研修、販路開拓の方法などたくさん
のご質問を頂いて貴重な意見交換を行うことができ、大変有意義な公開講座と
なりました。 当日のご報告者は以下の皆様です。
１．活動報告
（１）武蔵野市
（２）調布市

（３）三鷹市

社会福祉法人武蔵野千川福祉会

常務理事 チャレンジャー所長

社会福祉法人調布市社会福祉事業団
調布市知的障害者援護施設すまいる 施設長 田﨑
社会福祉法人にじの会

就労支援事業統括主任

新堂

明子氏
諏訪 拓

２．調布市におけるネットワーク、障害者優先調達推進法などについての報告
調布市
福祉健康部 障害福祉課 相談係主事 山口 剛史氏

ご報告者の皆様、ご参加の皆様に心より感謝申し上げます。
（研修委員長
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諏訪 拓）

薫氏
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平成２７年度社会福祉法人にじの会事業計画

「第７期の基本方針と平成２７年度の重点課題」
社会福祉法人にじの会理事会
＜第７期の基本方針＞
障害者制度改革は、昨年の「障害者の権利条約の批准」まで実現しました。内容的には不十分な
面はありますが、障害者が普通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。社会福祉法人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、次世代の法人の体制を
築くべく、以下の６点を第７期の基本方針といたします。
（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、事業所内のみでなく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
容の充実と工賃の向上及び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
の充実と収支の改善を図り、事業運営に安定を実現する。
（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、地震発生時の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の増設を進
め、入所者の地域移行も進める。
（６）社会福祉法人制度の改革に対し、地域福祉の担い手として必要な取組を行っていく。

＜平成２７年度の重点課題＞
上記基本方針に基づき、平成２７年度の重点課題を以下の１４項目といたします。
（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
質な製品や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利用者数の増加を
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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、
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、収支改善を実現する。
（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、研修の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）法人運営は、統括会議で方針や問題点の検討決定を担当する体制を定着させていく。
（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
確保する管理システムを構築する。また過去文書・情報の廃棄を定期的に実行する。
（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
用ユニットとして整備を進める。進捗に合わせて、ホームの高齢利用者と現入所利用者の交
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女性用グループホームの開設と運営の安定を実現する。
（１４）社会福祉法人制度の改革については、法制度の変更に適切に対応し必要な取組を行う。

以上の基本方針と重点課題に基づく事業計画では、利用者及び職員体制は以下の通りです。
＜利用者数＞

＜職員数＞

正規職員

パート

大沢にじの里

４５人

３６人

２７人

９人

ホーム

３８人

２２人

１８人

４人

計

（８３人）

（５８人）

（４５人）

（１３人）

生活介護

９５人

４６人

４４人

２人

就労支援

６５人

２１人

２０人

１人

計

（１６０人）

（６７人）

（６４人）

（３人）

２９人

６人

６人

相談支援

２人

２人

業務・本部

１２人

１２人

１４５人

１２９人

＜支援区分＞
生活支援

日中支援

児童デイ

合計

１８９人

＊他に短期入所６名・相談支援１８０名余のサービス利用があります。
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平成 27 年度の高齢化対策事業計画
現在にじの会では施設入所「大沢にじの里」と各グループホーム「ケアホームにじ」「ケアホー
ムにじの森」２箇所、計３事業所が生活の場として機能しています。大沢にじの里が開所してから
１２年が経過し、利用者の年齢も当然のことながら比例して重ねることで、一部高齢化が見られて
いるのが現状です。
従来の重度の知的障害や一部身体障害に加え、高齢化による疾病や認知症上の進行、心身や機能
低下による食事面や排泄、入浴、移動など身体的介護を必要とする利用者が増えるとともに様々な
医療的ケアを必要とする利用者も増加傾向にあります。
このように入所者・ホーム入居者の高齢化に伴って、医療・介護などのニーズが多様化している
状況に対して、平成 26 年度より高齢者支援を専門とする「高齢化対策プロジェクト」を設置し、
支援スタッフのみならず医師、看護師、栄養士など、多角的に構成された専門分野からの関係者に
よって、入所者・ホーム入居者の現状とニーズはどのようなものがあるかを確認し、その上で、高
齢利用者の支援はどうあるべきかについて議論してきました。それにより、高齢障害者の生活の場
の確保や医療体制の整備をさらに進め、平成２７年度より具体的な方向性として実施していくこと
となりました。

１、施設内の健康管理
（１）健診・検査
従来通り実施を継続
（２）施設内診療体制
① （配置医制度となり）配置医への報告と診察、処置、処方
② 日常的な健康管理以外は外部の医療機関を受診
（３）施設内医療と延命治療
① 施設内医療体制
日曜日の看護師配置等を実施
② 延命治療について
・施設内では延命治療は実施しない
・延命治療、緩和ケアは協力病院で実施（人口呼吸器、高濃度栄養点滴、化学療法等）
・胃ろう設置者の対応については状況により検討していきます
③ 施設内看取りについて
・経口摂取困難による自然衰弱死を選択する場合、状況により施設での看取りもある
④ 看取り実施の要件
・人員配置（夜間の医療体制）
・看取りについての施設全体の合意形成
・医師による死亡確認と死亡診断書の交付
２、認知症対応
（１）認知症疑い、認知機能低下者の把握
（２）認知症症状の把握
（３）主治医、専門医との連携
（４）今後の課題
①看取り実施要件の確立 ②スタッフの医療的知識の向上 ③介護技術の習得
３．生活環境
３．生活環境のポイントと対象利用者の想定
生活環境のポイントと対象利用者の想定
(1)居室
居室ドアをスライド式の引き戸へ、介護リフターの導入などを順次変更・設置。
(2)トイレ
高齢専用ユニット内のトイレを改修し、2 ヵ所の身障用トイレを設置します。
(3)浴室
専用浴室と浴室内のリフターの設置。支援者の介護は基本的に同性とします。
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(4)スタッフ体制（利用者構成）と対象利用者の想定
①１F 東ユニットを男性高齢者専用、３F 生活東ユニットを女性高齢者専用とそれぞれ設定。
②現入所者による地域移行とホームの入所者による利用者構成については、
ア：重度利用者 寝たきり・車椅子の人・認知症で歩行不安定な人
イ：軽度利用者 高齢で健康管理必要な人・歩行不安定な人
以上の対象利用者を想定し
ていくこととなりました。
１Ｆ生活
３Ｆ生活
今後
今後は、地域移行及び高齢化
→
専用ユニットに入所されるそれ
ぞれの対象者の選定及び具体化
していきながら、必要な準備を
重度⾼齢専⽤ユニット
重度⾼齢専⽤ユニット
男性利⽤者
⼥性利⽤者
⼥性利⽤者
男性利⽤者
通じ、平成 27 年度下期に交換異
動を実施していく予定です。
４．日中の過ごしのポイント
(1)機能維持のために
①各種テストの実施により利用者の各機能について把握
・認知症テストの実施
・モデル利用者の運動プログラムの作成 ・研修テキストの作成
②生きがいへの支援
・仲間作りや外出の促進 ・知識の経験 ・趣味と生きがいを通じた活動のさらなる充実
５、高齢化対象者利用者への食事支援
(1)栄養面の配慮
その方に合った食べやすい調理方法や食形態に変え、必要があれば、栄養補助食品等で不足分
を補います
(2)噛み難くなってきた方、飲み込み難くなってきた方への配慮
①調理方法を変えたり、刻み、小刻み、極刻み、柔らか食、ゼリー食等、食形態を変えて、一
人ひとりの噛む力に合わせて対応していきます。
②食べ物にトロミを付けたり、ペースト食、ゼリー食等、一人ひとりに合わせて安全に食事を
していただけるようにしていきます。また、必要な方には水分にもトロミを付けたりゼリー
状にして提供します。
(3)便秘対策
水分摂取や乳酸菌飲料の摂取、また、食物繊維が不足しないよう配慮します。
６．法的関係の準備
（１）医療・延命の方針決定
リビングウィル・家族等の方針決定者を確保
（２）成年後見人の確保
医療・介護等の契約者を確保
平成 27 年度は、ホームの高齢利用者と現入所者との交換異動と併せて環境面のさらなる充実（医
療体制や高齢者介護設備等）を中心にプロジェクトを進めていきます。また、日中活動の充実、介
護技術の向上等、その他各分野で必要な準備や取り組みを実践形式で進めていくこととなります。
これまで培ってきた知的障害者への支援に加えて、高齢者支援の専門性も取り入れていくことで、
より質の高い支援を提供していきます。
（高齢化対策プロジェクト 新津健朗）
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工房・グループでの運動・音楽・美術活動
＜今年度事業計画での重要な取組＞
運動の活動
運動の活動
平成 27 年度は工房単位の活動中心に変わります。活動内容は工房のスタッフが利用者さんの楽
しめる活動を提案し、専門スタッフと協議して決定します。より充実した活動となる様、工房スタ
ッフと検討し取り組んでいきます。また運動では機
能的な低下を予防するための取り組みも行います。
高齢化に向けて ADL の維持改善となる様、個別プ
ログラムを行いながら、定期的に身体機能テストを
行っています。27 年度は高齢化プロジェクト、理学
療法士の先生との連携を図りながらプログラムを作
成し実践します。
（運動スタッフ

桒本武・田島多恵

子）

音楽活動
音楽活動
2 月より羽石敏が音楽スタッフとして加わりました。利用者の皆様と楽しい空間を作る事を目標
として、様々なことを試みてみたいと考えています。ジャズ、ラテン、Ｒ＆Ｂ、ロック他、多様な
音楽、あるいは文化を紹介し、時には一緒に演奏したり踊ったりして、「楽しいね！面白いね」あ
るいは「変なのー！」など様々な感想が寄せられる素敵な時間が過ごせたらよいなと思います。
今年度の活動は、基本的に工房単位での活動
と
なりますが、従来どおり、にじの会の行事におい
て利用者さんが主体となった音楽発表も予定し
ています。また、気持ち良く音楽の時間を過ごせ
るように、リズム体操やダンスも取り入れていく
予定です。 （音楽スタッフ

羽石敏

永野朋子）

←＜サルサのステップに挑戦しました！＞

美術活動
美術活動
２７年度より、生活介護の各工房に一人ずつ、合
計１１名の美術担当スタッフが配置されました。
この事により、美術専門スタッフのアドバイスの
もと、各工房における美術のグループ活動を実施
できる体制となりました。その結果、これまでより
も多くの利用者さんに美術活動に参加して頂ける
と共に、各工房の担当スタッフの企画力・支援力の
アップを図る機会にもなります。
また、工房のメンバー全員で一つの活動に取り
組む事ができるとともに、集団活動になじめない利用者さんの場合は最適な活動を個別に考え
て提供していく予定です。
（美術スタッフ 臼井絵子 千葉鉄也）
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グループホーム「にじの空」の紹介
にじの会初の女性専用グループホーム「にじの空」は、三鷹市野崎１丁目に平成２６年１１月に
着工し、２７年４月末完成、２７年６月１日開所予定で建設・準備が進んでいます。
＜建物の特徴は＞
建物は鉄骨３階建てに見晴らしの良い屋上付きでエレベータも設置します。
１階ユニットは生活介護事業をご利用の方の居室６室とスタッフルーム・トイレ・洗面所、３階
ユニットは就労支援事業をご利用の方の居室６室とスタッフ室・トイレ・洗面所です。２階は、両
ユニットのそれぞれのリビングとキッチン、浴室・トイレ等を配置し、浴室は各ユニット大小２か
所で計４ヶ所設置します。館内は車椅子でも移動出来るスペース・使用可能な設備を備えています。
安全対策としては、スプリンクラー・自動火災通報装置、セコム契約で不法侵入者を即座に感知・
通報する装置も設置します。
＜外観＞

＜各階の平面図＞

1階

3階

2階

＜立地条件の特徴は＞
三鷹市野崎の交差点に接していて立地条件が良く、近隣に大型スーパーやコンビニエンスストア、
郵便局等が点在し、ホームに隣接して小田急バスのバス停も有り、三鷹駅・吉祥寺駅・調布駅・武
蔵境駅・府中市朝日町方面に移動が出来ます。公共交通機関を利用しての休日余暇活動の幅が拡が
ると期待しています。
＜支援体制と運営の特徴は＞
支援スタッフ６名・寮母１名の体制になります。スタッフ構成は、ケアホームにじ、大沢にじの
里３階フロア、日中担当からの異動スタッフと新入職員を予定してます。
早番・遅番・夜勤で２４時間支援を行います。女性入居者の方に安心して生活して頂く為に、全
て女性スタッフにて支援を行います。医療・給食等については、大沢にじの里からサポートを受け
る予定です。

（新ホーム開設プロジェクト
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平成２７年度年間スケジュール
平成２７年度年間スケジュール（予定）
年間スケジュール（予定）
●主な行事
５月２２日（金）
９月１９日（土）
１０月２４日（土）
１１月
１２月２３日（祝）
１月 ８日（金）
１月

●一泊旅行
A コース
B コース
C コース
D コース
E コース

ウォーキング大会（利用者・ご家族参加）
文化行事（一般参加です）
にじの会まつり（一般参加です）
スポーツ大会（利用者・ご家族参加）日程調整中
クリスマス会（利用者参加）
成人式（対象利用者・ご家族参加）
公開講座（一般参加です）日程調整中

５月１４日（木）～１５日（金）
６月 ４日（木）～ ５日（金）
６月１８日（木）～１９日（金）
６月２５日（木）～２６日（金）
７月 ２日（木）～ ３日（金）

●帰省休業期間
４月２９日（水・祝）～
８月 ８日（土）
～
１２月２８日（月）
～

●施設家族連絡会
６月１３日（土）
９月２６日（土）
１２月１２日（土）
３月２６日（土）

箱根方面
千葉方面
千葉方面
伊豆方面
福島方面

５月 ５日（火・祝）
８月１５日（土）
１月 ４日（月）

ロマンスカーの旅
東京ディズニーランド
海の見えるスパホテル
温泉でゆったり
スパハワイアンズ

５月連休
夏休み
正月帰省

全体会・参観日
午後全体会
全体会・参観日
午後全体会

『にじの会便り 53 号』
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