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」  

「大沢地区買物送迎支援事業」実践報告 

 平成２９年度から施行された改正社会福祉法に基づく社会福祉法人の地域貢献事業として、に

じの会では、本部のある三鷹市大沢地区のケアネットから要望があった高齢の買物困難者への送

迎サービスを無料で提供する事業を平成２９年６月から開始しました。「参加者の家に迎えに行

き、近隣のスーパーやホームセンター等での買物をサポーターと一緒に手助けし、昼食をにじの

会のショップで取った後、家まで送る」という３時間のサービスを週

３回提供してきました。これまでの１０ヶ月余の実践状況は以下の通

りです。 

実施回数：104 回 参加者数（サポーターを含め）528 名 

行き先：近隣スーパー等８カ所（イトーヨーカドー・サミットストア等） 

利用者地域：大沢 1 丁目～6 丁目居住の方   サポーター：地域包括センター・ボランテイア 

支援実施状況：事故は無く実施できました。        （買物送迎支援担当：飯野龍二） 

 

「買い物ツアーかわせみ」に寄せて    地域ケアネットワーク 代表 得能昭子 

「ケアネット・おおさわ」が発足して３年、活動の重要な柱として買物支援事業があります。

昨年初めに、にじの会さんより、社会福祉法人の制度改正により社会貢献事業として、買い物送

迎支援をお引き受け下さり、送迎車の運行、添乗者の同行、運行

事務局も併せて、ケアネットおおさわが望んでいた事業等がすべ

て実現可能なお話がありました。ツアーの名称も「かわせみ」と

名付け利用者の募集と登録、グループ分け等はケアネットが行う

条件で共同事業協定書を交わす事が出来ました。試乗会から 1年

余り実施回数は 3月で１００回に及びご利用された方も約５００

名となりました。喜ばしいのは、一人の怪我人もなく、閉じこもりが

ちだった方も現役時代の主婦に戻り、鮮度の目利きやよりお得な商品

に満足気で、時には杖も忘れるほどでした。何よりもランチタイムの

おしゃべりは楽しい交流のサロンです。皆様の笑顔にボランティアと

して心豊かな日々を送らせて頂いております。改めて、にじの会の関

係者の皆様に心からお礼申し上げると共に、今後とも利用者皆様の楽しい買い物ツアーとして宜

しくお願い申し上げます。   

 

ＳＳＫＲ 
ＳＳＫＲ 

社会福祉法人 にじの会       

理事長 石崎 優仁 

〒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：nijinokai.org 
にじの会だより Vol.65 
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第 13 回にじの会公開講座 「生活介護事業の実践」 

 今年度の公開講座は、平成 30年 1月 27日（土）に「生活介護事業の実践」と題しましてパネ

ルディスカッションを行いました。生活介護事業の目的は「入浴、排泄、食事等の介護、創作活

動、生産活動」とされていますが、地域住民の一人として生活の向上を目指す活動も必要になっ

ています。今講座は、それぞれの地域で実践を行っているパネラー3名にお越し頂き、ご家族・

地域・職員・福祉関係者の皆様に実践紹介を行い、今現場ではどのような支援が行われているの

か、今後の支援の方向性はどうなるのか等について知って頂く良い機会となりました。 

 

今講座のコーディネーターは当法人の比企理事が行い、まず社会福祉法人武蔵野 デイセンタ

ー山びこ主任の𡈽橋輝明氏から「生活介護事業の実践」と題して、自分らしく生きる事が出来る

様にどのような支援を行えば良いのか、地域との繋がり等を報告されました。次に当法人の大沢

にじの里 佐藤智観統括主任から大沢にじの里で実践している意思決定支援や高齢化対応につい

て報告を行いました。最後に社会福祉法人万葉の里 国分寺市障害者センター施設長の坂田晴弘

氏から「本人主体の支援を求めて」と題し、センターで実践している活動内容や権利擁護・自己

決定等についての報告が有りました。 

 比企理事のコーディネートにより、来場頂いた６０名余の参加者とパネラーとの活発な質疑応

答が行われました。参加した職員も含め、他法人で行っている支援から新しい支援のヒントを得

たり、これからの生活介護事業所の在り方について等、多く考えさせられる今講座でした。 

 講座後の来場者アンケートでは、「分かり易くて勉強になりました」・「それぞれの施設が熱

意を持って取り組んでいる事に感動しました」・「利用者主体の大切さを実感出来ました」等の

主催者側として嬉しいご意見を頂きました。 

最後にご協力・ご参加頂きました方々に感謝申し上げます。 次回にじの会公開講座は２年後

の予定ですが、また多くの方のご参加頂けますよう努力してまいります。 

                               （研修委員長 下山唯人） 



1992 年 4 月 17 日第三種郵便物認可（毎月 3 回７の日発行） 

             2018 年 4 月 14 日発行 SSKR 増刊通巻第 8364 号               

3 

第 1 回 にじの会作品展 

 

 

 

 

 

 

２月２８日（水）～３月４日（日）、三鷹駅南口のＣＯＲＡＬ（コラル）５階・三鷹市美術ギ

ャラリーで「にじの会作品展」を開催いたしました。三鷹市社会福祉協議会および多摩信用金庫

のご後援も頂き、これまでのにじの会美術・創作活動の集大成とも言える展覧会でしたが、５日

間の展示に５１１名の方が来場され、大変盛況でした。にじの会の利用者、およびスタッフが制

作した作品・工芸品などを一緒に展示するという、あまり前例の無い試みでありましたが、トー

タルで「にじの会」の雰囲気を知る事が出来たと大変好評でした。 

 

 

 

 

 

小さなお子様をお連れのお客様からは、「通常、美術館などに連れて行くと子供が退屈してし

まい、間が持たない事があるので当初は心配していたが、この展覧会では子供達も楽しむ事が出

来ました。」との嬉しいお声を数多く頂きました。これはワークショップを常設していた為でも

ありますが、何よりも利用者の皆さんの作品が、何か子供の世界と通じる様なユニークさ・優し

さと包容力を持っていた為ではないか、と考えています。改めて障害のある方々の作品の潜在的

なパワーを実感する展覧会となりました。          （美術スタッフ 千葉鉄也） 

会期中には同時開催イベントとして、三鷹市を拠点

とする紙芝居サークル「ファンタジー」様のメンバー

による紙芝居の上演会を実施いたしました。なお使用

した紙芝居は、にじの会の利用者・曽田存高さんの手

作り作品でした。 

紙芝居上演会の様子。 

またもう一つのイベントとして、映画作家・プロデュ

ーサーの代島治彦氏をお迎えし、氏撮影の動画を鑑賞し

お話を伺う講演会を開催いたしました。また、会場には

「シール貼り体験」「マグネットコラージュ」などのワ

ークショップを常設いたしました。来場された小さなお

子様が熱心に取り組まれ、にじの会の創作活動を追体験

されていました。 
日頃の活動の様子を随時上映。 
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社会福祉法人にじの会  平成３０年度事業計画の重点課題 

平成３０年度は障害者総合支援法３年後見直しの実施の年です。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性は進んできていますが、法の趣旨と生活支援等サービス基盤の乖

離が重度障害者を中心に大きくなってきており、高齢化対応と合せて制度の空洞化が危惧されま

す。にじの会としては、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

対策等の地域生活ニーズへの対応を主眼として、また、福祉業界の人不足の中で、次世代の法人

の体制確立に向け、以下に平成３０年度事業計画の重点課題を設定します。 

 ＜平成３０年度の重点課題＞ 

（１）地域貢献活動として三鷹市大沢地域の買物送迎支援事業を継続して取組むとともに、新川

中原地域のケアネット事業との連携を進める。 

（２）利用者の高齢化に対応し、認知症等による機能低下の防止策を「工房えがお」とプロジェ

クトを中心に進めるとともに、職員の介護技術の向上を図り、安全で質の良い生活の提供に

努める。 

（３）要介護状態になった利用者や利用者家族につき、自治体や地域包括センター等と連携し、

必要な介護保険サービスを受けられるよう相談支援を中心に取組を行う。 

（４）利用者・家族の高齢化に対応し、帰省期間の弾力的な運用を実施する。家族との時間の確

保を継続するが、日数・時期を弾力的にし帰省期間旅行を廃止する。家族連絡会も全体会２

回と活動参観２回とに簡素化する。 

（５）各事業所の個別支援計画では、ICFの考え方に基づき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組む。特に、生活介護事業に於いて

は、行動障害を有する人への支援力の向上を図るとともに、日中・生活スタッフの交流を促

進する。 

（６）法人・事業所の年間行事につき、開催サイクルや実施範囲を見直し、継続できる行事計画

にする。地域向け行事の文化行事・公開講座・美術作品展は３年毎にするとともに、内部行

事のクリスマス会等は事業所単位の実施とし、日帰り旅行は廃止する。 

（７）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する。また高

齢利用者の支援に向け地域包括センター等の事業所や自治体担当との協力関係の構築をう。 

（８）ハーモニー就労継続 A型事業は、雇用者と利用者数の増加を図る。利用者の仕事能力のレ

ベルアップや新製品・新販路の開拓を進めて販売体制を強化し売上増加を実現しつつ収支の

赤字を削減する。 

（９）就労移行支援事業は、高い就労実績を維持するとともに、発達障害や精神障害への支援能

力を向上して、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。また、就労定着

支援事業を実施する。 
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（１０）にじアート放課後等デイサービス事業は、利用児童の確保と出席率の向上を図るととも

に、支援内容の向上を図る。また、安全確保を重視しながら収支改善を実現する。 

（１１）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。 

（１２）人権擁護については、虐待防止マニュアルを徹底して支援の質の向上を進める。また、

合理的配慮の具体化を進める。 

（１３）スタッフの能力向上に向けて、研修の充実とマネジメント能力の向上を図るとともに、

服務規律の遵守を徹底する。同時に、支援・記録・業務のマニュアル化を進めて支援に質を

確保し、書式の統一化も進める。 

（１４）スタッフの採用・定着の向上に向けて、「働き方改革」に沿った働きやすい職場環境作

りに努めるとともに給与等の労働条件の向上を実施する。また、標準キャリアパス（職能基

準表）の見直し等の人事制度の改善を実施する。担当として人事制度プロジェクトを設置し

継続的に人材確保を図る。 

（１５）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

するとともに、地域障害者の２次避難所機能を果たせる準備を進める。風水雪害への対策も

強化する。 

（１６）施設の安全確保については、防犯設備の有効活用と防災・衛生設備の充実を図る。省エ

ネルギー対策については、空調・照明を中心に積極的に節減に努力するとともに、設備の更

新にも取り組む。 

（１７）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。 

（１８）資産管理に於いては、設備担当中心に固定資産の定期棚卸を行い現物管理を徹底すると

ともに、適切な使用により保全を図る。備品の現物管理と保全は各部署で責任を持って実施

する。 

（１９）事業全体の運営については、毎月の経営会議が方針の検討と決定を行う。事務部門の強

化を図り法人事務局の機能を担当できるようにするとともに、実務を担当できる理事の設

定・統括体制の整理強化等理事の役割分担を進める。 

 

＜平成３０年度の利用者・職員計画＞                        

（事業）       （利用者数）      （職員数）              

生活支援事業       ８９名        ５６名                

日中支援事業      １０２名        ４８名               

就労支援事業       ６９名        ２２名               

児童・本部他       １６名        ２０名（業務・運転等含む） 
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重点課題① 高齢化対策プロジェクト 

にじの会の抱える高齢化問題は法人の永遠の課題となりますので、しっかりと制度の動向

を踏まえながら着手して参ります。昨年まで「高齢化対策プロジェクト」と「機能低下担

当」が行っていた活動を、今年は一つの委員会にまとめました。これまでの取り組みの中か

ら得られたデータを充分に活用して、今後も認知症、機能低下の防止に努めていきたいと思

います。 

今年度の取り組みですが、①「日本版認知症評価スケール」を 40歳～74歳までの 52名を

対象に継続的に実施して、早期発見と治療に繋げていきます。②「工房えがお」のスタッフ

が心身機能の低下や認知機能低下に対応する時には、適切な支援を選択し、実践できるよう

にプログラムの改訂を随時行えるように情報収集と情報の共有に努めます。③「介護技術の

向上」に関する内部研修では、研修を受けた職員が次には教える側に回り、自分自身の技術

の習得を確認しながら、後任者の育成にも携わるというシステムを構築します。「認知症サ

ポーター養成講座」では外部講師を招いて認知症の理解を深めていきます。外部研修では高

齢者・認知症の理解と支援の方法を「高齢者施設の見学・実習」で、利用者とのコミュニケ

ーションを通して介護のポイントを学び、法人現場での実践力の強化を図ります。 

メンバー構成は、医務・給食・運動・支援スタッフですが、日々の支援を元にデータの収

集では、職員一丸となり利用者皆様の安全と安心に繋げて参ります。 

高齢化対策プロジェクト 佐藤昌美 

 

重点課題② 人事制度プロジェクト 

少子化による生産年齢人口の減少、経済情勢や他の業種動向などにより、福祉人材の確保等

は、ますます困難な状況となっています。このような厳しい状況の中において、にじの会は今年

度から「働き方改革」「ライフワークバランス」に沿った働きやすい職場環境作りをさらに推進

していく取り組みとして「人事制度プロジェクト」を設置しました。 

先ず、①戦略に基づいた積極的な採用活動を通じ、継続的且つ安定的にスタッフの確保を図っ

ていきます。また、②標準キャリアパスを再設定し、多岐に亘る職種に対応した職能基準表を見

直し、新人職員の育成マニュアル整備等の取り組みにより、福祉人材の職場への定着化をさらに

目指していきます。そして、③介護や育児等様々なライフステージに対応出来る働きやすい職場

づくりに向け、現場職員のアイデアを積極的に募りながら、改善を進めていきます。特に有休の

消化率向上、超過勤務縮減等の取り組みを重点的に実施します。 

既に 4 月から給与ベースアップ等の処遇改善も実施しておりますが、今後も様々な課題と向き

合いながら、「働きやすさ」と「働きがい」を両立出来る職場を目指すべく、職員一体となって

このプロジェクトを推進していきたいと思います。     人事制度プロジェクト 新津健朗 
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１０年間の「公務員介護等実地体験実習」受入で感謝状 

にじアートによる「公務員介護等実地体験実習」の受け入れが 10 回目を迎え、人事院から感謝

状を授与されました。「公務員介護等実地体験実習」は、人事院公務員研修所が上級職公務員の

初任研修の一環として行っている事業で、毎年にじアートは 5 月に３～８名の実習生を 1 週間ず

つ受け入れています。 

 

 

 

 

 

第５回 ウォーキング大会報告 

 平成３０年４月６日（金）第５回にじの会ウォーキング大会を、大沢にじの里から野川公園往

復コースにて開催致しました。強風でしたが気温はちょうど良く、野川の春の花を楽しみながら

歩くことが出来ました。今回は生活介護事業の利用者・スタッフのみの参加でした。  

 

 

 

   

                               （支援専門運動：桒本） 

第２回 にじの会ロードレース報告 

平成３０年３月１６日（金）第２回ロードレース大会を、武蔵野の森公園プロムナードにて開

催致しました。日頃の練習の成果を発揮し、多くの人が昨年の記録を上回りました。                

 

 

 

   

（支援専門運動：桒本） 

（3 月 8 日に、人事院公務員研修所 田中氏より、にじの会に感謝状を授与されました） 
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平成３０年度 年間行事予定 

 にじの会も開所１５年が過ぎ、利用者・家族の高齢化が進んでいる事とスタッフ配置が厳しく

なってきている事から、平成３０年度事業計画の重点課題４及び６の説明のように年間行事の簡

素化を行う事になりました。 

 １．一般参加の行事予定 （地域の皆様も、ぜひご参加ください。） 

  １０月  ６日（土） 文化行事（大沢コミュニテイーセンター）  

             劇団わらび座公演・にじの会音楽発表 

  １０月２７日（土） にじの会まつり（大沢にじの里・未来工房にじ）   

               イベント・作品展・屋台・バザー等 

 ２．利用者・家族参加の行事予定 

  １１月  日    スポーツ大会（三鷹市スポーツアリーナ） 日程未定 

   １月１１日（金） にじの会成人式（大沢にじの里） 

 ３．利用者のみ参加の行事予定 

   ４月 ６日（金） ウォーキング大会（野川公園） 

   ４月 ～ ６月  一泊旅行（６コースで実施） 

  １２月２４日（祝） クリスマス会（各日中事業所） 

 ４．家族関係行事 

  ①帰省・休業期間  年３回 １週間ずつ休館し、入所者は帰省します。 

  ②家族連絡会    年４回 活動参観が２回 全体報会が２回です。 

「桜花を愛でる」作：山本幸子 

   『にじの会便り 65号』 定価 50円 
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