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第 11 回にじの会公開講座報告

「障害者施設における美術活動」
平成２８年１月３０日（土）に「第１１回公開講座」が開催さ
れました。今回のテーマは「障害者施設における美術活動」で初
めて美術活動が取り上げられ、研修委員会と美術専門スタッフで
協力して準備を進めました。近年にじの会でもグループでの集団
活動に力を入れ、賞をいただく作品も生み
出されています。今回の公開講座は同じ美
術の取り組みを行っている先進的な事業
所の方々にお越しいただき、各事業所の発
表及びパネルディスカッションを行いました。
前日は雪の予報で心配しましたが、当日は８０名近くの方々にご来場い
ただきました。第一部はそれぞれの事業所の発表で、中野区の社会福祉法
人愛成会の小林由香里様より、街と一体になって取り組む活動などの報告
がありました。続いては埼玉県川口市の社会福祉法人みぬま福祉会・工房
集の宮本恵美様より床や壁をペインティングすることの理解を求めて苦労
したことや製品としての利用者作品の説明がありました。最後に、にじの会の活動紹介や作品紹介
があり、第１部は終了となりました。
休憩時間に来場された方々からの質問をいただき、第２部のパネルディ
スカッションが始まりました。コーディネーターの愛成会小林瑞恵様より
障害者アートの現状についてのわかりやすい解説があり、その後利用者の
作品のタイトルのつけ方、今後の展望など難しいテーマについてそれぞれ
が発言し、あっという間に閉会の時間となりました。
今回は美術活動がテーマということで例年より開場時間を早め、それぞ
れの事業所の作品展示及びカレンダーやポストカードなどの販売を行い
ました。日頃専門的に美術に関わっている方や障害者の美術活動に
強い関心をお持ちの方が多数来場されていることも印象的でした。
公開講座は一般の方々に、にじの会にお越しいただくとても重要
な機会ですので今後も地域の方々と交流できる内容を考えていきた
いと思います。たくさんの方々にご来場いただき、誠にありがとうございました。
研修委員長
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平成２７年度東京都信用金庫協会優良企業表彰に於いて

にじの会が信金中央金庫理事長賞を受賞しました
平成２８年３月１１日（金）に東京ドームホテルで平成２７年度東京都信用金庫協会優良企業表
彰式が開催されました。この表彰制度は都内の信用金庫の取引先２０，０００社の中で優秀な技術
開発や事業運営を行っている企業団体を表彰するもので、毎年５０社程度が受賞しています。今年
度は５５社が表彰されましたが、この中で地域への貢献が著しい企業団体に贈られる信金中央金庫
理事長賞を社会福祉法人にじの会が受賞いたしました。
受賞理由は「住み慣れた地域の中に障害者が働く
場と生活の場をつくりたいとの念願のもとに、養
護学校生徒の親と教員有志が会を結成し、幾多の
困難を乗り越え７ヶ所の施設を事業展開し利用
者は約２００人にのぼる。働く場は、安全安心高
品質な食品などを製造販売して地域社会に広く
親しまれている。」とされており、にじの会の設
立趣意とその実践が評価されたものでした。
壮大で厳粛な式典の中で、にじの会を代表し
て出席した私達（理事長夫妻）が表彰状と副賞
を信金中央金庫の田邉光雄理事長から授与され
ました。
また３月２５日の東京新聞（朝刊）に受賞企
業の紹介の記事「素顔の表彰企業」が掲載され、
にじの会が紹介されました。
その記事で述べているように、「地域の障害者の
自立（地域住民の一人として生きる権利を実現し
ていく事）を支援するために」にじの会はこれか
らも努力していかなければならないと考えてお
ります。今回の受賞を励みに、利用者ご家族や法
人役職員が気持ちを合わせて引続き頑張ってま
いりたいと思いますので、皆様のご指導ご支援を
宜しくお願い申し上げます。
（理事長
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にじの会アートカレンダー2016 が受賞・入選
にじの会利用者作品を活用して作成した“にじの会アートカレンダー2016”が「スブリマ
にじの会アートカレンダー２０１６が受賞・入選
印刷コンテスト」で金賞を受賞しました。このコンテストはドイツに親会社がある日本アグ
ファ・ゲバルト株式会社の主催で、今回で１２回目の開催となります。
また、「第６７回 全国カレンダー展」にも入選いたしました。このコンテストの主催は
日本印刷産業連合会およびフジサンケイビジネスアイで、非常に沢山のカレンダーが集まる
伝統的なコンテストとして有名であり、その中で品質の高さが認められました。
上記２つのコンテストは福祉関係のみを対象としたものではなく、今回の受賞等はこの製
品が一般商品として価値が認められた事なので皆の励みになります。
（美術スタッフ／千葉）

にじの会アートカレンダー2016 が受賞・入選

全国カレンダー展入選

スブリマ印刷コンテスト金賞

にじアートのエアコン省エネ化に出光財団の助成金を頂きました
昨年８月、にじアート（１F 工房と２F ダイニング）において、エアコンの入れ替え工事を行い
ました。開所以前から設置されていたものの調子が悪くなったのを機に、省エネ効果の高い機種に
変更しました。この省エネ化の更新について、
「公益財団法人 出光文化福祉財団」の『社会福祉助
成金』の申請を行いました。申請にあたって「三鷹市社会福祉協議会」に推薦書を作成していただ
きました。１２月末に助成決定の通知を受け、工事費用１２６万円のうち、１００万円を助成金で
賄うことができました。出光文化福祉財団と三鷹市社会福祉協議会に心より御礼を申し上げます。
（業務部門 設備担当 金子修）
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社会福祉法人にじの会

「第８期の基本方針と平成２８年度の重点課題」
平成２８年１月１９日の理事会に於いて、平成２８年度事業計画の基本となる「第８期の基本方
針と平成２８年度の重点課題」を以下のように決定いたしました。

＜第８期の基本方針＞
平成２８年度は障害者総合支援法の３年後見直しと障害者差別解消法の施行の年となります。内
容的には不十分な面はありますが、障害者が地域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・家族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確立に向け、以下のような第８期の基本方針を設定いたします。
（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、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）につき事業構成の再編成と地域ネットワーク等を活用
した事業内容の充実により、工賃の向上と収支の安定を実現する。
（３）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、事業運営の安定を実現
する。
（４）次世代のにじの会を担う法人の組織体制を確立する。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・能力向上を推進する。
（５）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。
（６）利用障害者の高齢化に対応し、心身機能の低下防止策を強化するとともに、要介護高齢障
害者の介護ケアのルート整備を進め、介護保険に接続できる状況をつくる。
（７）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体
制の整備と取組を行っていく。

＜平成２８年度の重点課題＞
上記の基本方針に基づき、平成２８年度の重点課題を以下の通りといたします。
（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。
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（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と利用
方法の情報提供を進める。
（３）ハーモニー就労継続支援事業はＡ型事業とＢ型事業の構成を再編成し、利用者数の増加に
対応するとともに、無理のない売上で就労事業収支の均衡を図る。その中で利用者の仕事
能力のレベルアップに伴い売上増加を実現しつつ、収支の赤字を削減する。
（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等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
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、認知症や運動機能低下の防止対策を進める。要介護
状態になった方については、介護保険サービスの利用ができるように自治体等との協力体
制を構築していく。
（１３）生活施設の利用につき、一般枠の運用方法の整備を行い、次回の切替が円滑に実施できる
よう準備する。
（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体制の整備を行うとと
もに、地域貢献事業につき必要な取組を行う。
以上の「基本方針と重点課題」のもとに、各事業部門別事業計画を設定して支援と運営を実行し
てまいります。
平成２８年度の事業計画に於ける利用者及び職員体制は以下の通りです。
（利用者数）
（職員数）
生活支援
８９名
５５名
日中支援
１６４名
６８名
児童支援
２３名
６名
その他
―
１５名
（計）
（１８７名）
（１４４名）
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①放課後等デイサービス

放課後等デイサービス主任 須藤 大樹
近年、放課後等デイサービス事業所が急増している中で、「にじアート放課後等デイサービス」
を選んで頂き利用してもらえる為には、各家庭や地域ニーズとは何かを把握して、そのニーズに応
え実践していく必要があると考えています。
地域ニーズとしては、まず支援内容の充実が重要と考えます。社会参加活動や自己選択支援の拡
大を図ります。また、音楽や美術等の楽しく取組めるプログラムを充実させていきます。
家庭ニーズとしては、長期休暇期間における開所時間の拡大や学校短縮授業時の受入拡大、送迎
の使いやすさの向上等が必要と考えています。
利用児童が楽しく有意義な時間を過ごせ、ご家庭も必要な時に安心してご利用できるデイサービ
ス事業にしていきたいと思います。

②就労支援事業の確立

就労支援事業統括

諏訪

拓

第８期の基本方針にもあるように就労支援事業の再編成が求められています。これには利用者の
活動の再編成とＡ型事業の再編成の２つの意味合いがあります。
就労継続支援事業・就労移行事業共に利用者が増え、発達障害など障害も多様化しており、ひと
り一人に合った適切な支援が求められるようになってきています。最近の例では A 型の利用者が
一般就労を目指して就労移行を利用する、就労移行の利用者が園芸の実習を行う、A 型の利用者が
週に何日か B 型を利用する、未来工房の利用者が生活介護の活動に参加するなど、ニーズに沿っ
た様々なサービス提供を行っています。それぞれ工房の配置についても固定せずに利用者が最大限
に力を発揮し、主体的に生産活動に参加できるように柔軟に対応をしています。
相談支援などとの連携も非常に重要になってきています。働くこと以外の生活支援を行う事業所
との連携、グループホームなど将来の生活の場を考える、余暇活動を充実させるためにガイドヘル
パーの利用をするなど相談支援、市のケースワーカー、他事業所のサービス提供機関などと情報を
共有し、連携を取って利用者の支援にあたることが必要になってきています。
就労支援Ａ型事業は生産、販売、支援に必死に取り組んでいるものの８年間赤字が続いています。
今年度中に事業形態の再編成を行い、Ａ型事業・Ｂ型事業の適切な構成を検討していきます。利用
者もスタッフも無理なく幸せに働き続けられる継続可能な仕組みを構築していきますので、よろし
くお願い致します。
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③高齢化への対応

高齢化対策プロジェクト

新津健朗

高齢化対策プロジェクトでは、
「１.認知症や機能低下の未然の防止」
「２.職員の介護技術のさら
なる習得」
「３.高齢知的障害者への医療・食事面の支援力向上」の３つの重点課題に対して具体的
な取り組みを実施していきます。
加齢に伴う認知症や身体機能の低下の進行速度を出来るだけ緩やかにするための「機能低下防止
プログラム」を個別支援計画と連動しながら実施していきます。機能低下防止プログラムは日中活
動支援だけでなく、個別に応じて生活場面でも実施できるものを予定しています。これまでの運動
の活動や食事支援等での様子やＰＴ/ＯＴ等の専門家によるアドバイスを通じ、エビデンス（根拠）
に基づいた機能低下防止プログラムを推進していきます。
職員の介護技術習得については、各部署の中心的役割を担う職員に対して、実践に即した介護技
術の研修を実施していきます。体系的な学習会を通じ、現場で起きている様々なケースに適切に対
応出来るよう、介護技術の基本と応用技術の習得を目指していきます
医療支援については、認知症等への有効な医療・服薬支援の事例を通じて、必要な情報提供を積
極的に実施していきます。また、食事支援では、摂食・嚥下対策として食事形態の更新と有効な食
事・水分摂取方法の検討を進める予定です。高齢知的障害者の心身機能・体力維持を図るとともに
主体的で快適な生活をさらに充実できるようにプロジェクトの取り組みを推進していきます。

④地域公益事業について

（三鷹市の花・はなかいどう）

＜三鷹市の状況報告＞

相談支援統括

新津健朗

社会福祉法人は、社会福祉を主たる事業とする非営利財団法人です。本来の福祉事業で求められ
る役割を果たすことが重要ですが、改正社会福祉法では、
「地域における公益的な取り組み」」の実
施も責務として位置づけられました。各自治体の社会福祉法人と区市町村社会福祉協議会が連携し、
この取り組みを積極的に進めていく動きが始められています。三鷹市においても 3 月 2 日（水）に
第 1 回の「社会福祉法人の連携による社会貢献事業に関する意見交換・懇談会」が行われました。
懇談会では障害・高齢・保育等の分野の法人（およそ 20 法人）が参加し、各々のノウハウを活か
しつつさらに連携を強めることで、既存の福祉サービスを担うだけでなく、様々な社会生活上の困
難さを抱える人に対して日常生活の支援を含むトータルなサービスを提供したり、他の経営主体で
担うことが難しい福祉サービスを実施・開発できるようにする必要があるなどとの意見が出されま
した。にじの会としては、各法人の実施している社会福祉事業を充実拡大するとともに相互の連絡
体制を作っておくことがまず重要だということを提言しました。今後は、既存の制度では対応しづ
らい地域課題について、様々な法人と協議を定期的に重ねていきながら具体的な取り組みを検討し
ていくこととなります。
（調布市の花・はなみずき）

＜調布市の状況報告＞

相談支援主任

坂野健司

3 月 16 日（水）に「（仮）調布市における社会貢献事業地域ネットワークづくり連絡会準備会」
の 1 回目が開催されました。調布市内の保育、高齢、障害分野の社会福祉法人 30 法人中、24 法人
の参加でした。趣旨は上記三鷹市のものと同じです。今まで分野を越えて協議する場がなく、それ
ぞれの分野で課題に対処していたこともあり、今後は各法人の強みを活かし分野を越えて課題に対
処することが出来るようになります。にじの会としても地域ニーズを捉え、地域の社会福祉法人が
連携しネットワークを作り、必要とされるサービスや支援を実践していきたいと伝えています。連
携して地域課題に応える社会貢献事業の検討を行う場として、機能させていければと考えます。
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平成２８年度年間スケジュール
●主な行事
５月２０日（金）
１０月１日（土）
１０月２９日（土）
１１月
１２月２３日（祝）
１月 ６日（金）
１月下旬

●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１２日（木）～１３日（金）
５月２６日（木）～２７日（金）
６月 ２日（木）～ ３日（金）
６月２３日（木）～２６日（金）
７月 ７日（木）～ ８日（金）

●帰省休業期間
４月２９日（金・祝）～
８月１１日（木・祝）～
１２月２８日（水）
～

●施設家族連絡会
６月１８日（土）
９月２４日（土）
１２月１０日（土）
３月２５日（土）

箱根方面
千葉方面
福島方面
山梨方面
伊豆方面

５月 ５日（火・祝）
８月１８日（木）
１月 ４日（水）

ロマンスカーの旅
東京ディズニーランド
スパハワイアンズ
富士山周辺
温泉でゆったり

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 57 号』

定価

50 円
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社会福祉法人にじの会
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