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第 14 回にじの会公開講座報告
公開講座テーマ「障害者支援での ICT 活用の実践」
2020 年 1 月 25 日（土）に大沢にじの里 2 階ダイニングにて、第１４回公開講座を開催しました。
にじの会では 2018 年より ICT プロジェクトを立ち上げ、タブレットパソコンやプロジェクターな
どの情報技術を活用して利用者支援に活かせるよう進めています。
第一部の基調講演では、にじの会 ICT プロジェクトアドバイザーの電気通信大学准教授・水戸
和幸氏より「障害者支援での ICT 活用の方向性」と題して、特別支援学校の教員と電気通信大学
の学生の連携による ICT 教材開発の報告や ICT 活用の有効性と今後の展望や課題についてお話を
していただきました。
第二部の実践報告では、にじの会の各事業所「大沢にじの里入所・ケアホームにじ・生活介護（に
じアート・大沢にじの里）・支援専門音楽」より「意思決定支援・自己表現支援・社会参加支援」
における ICT 活用の実践事例の報告がありました。意思決定・表現ツールの多様化、ICT サポー
トの必要性など、現在の取り組み状況を知っていただく良い機会となりました。続いて府中けやき
の森学園教諭の溝口恵三氏より「プログラミングや iPad の視覚支援・コミュニケーション支援（知
的障害児）」の実践報告がありました。児童・生徒の発達段階、障害特性に合わせたプログラムの
実践など、けやきの森学園の生徒が楽しく主体的に参加している様子から、ICT の活用が自己実現
に繋がっていることが分かりました。
報告後、来場頂いた 80 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、新しい支援のヒントを得たり、進むべき方向性をしっかり認識できた講座となりまし
た。
講座後の来場者アンケートでは、「ICT の実践について伺える機会はあまりないので良かったで
す」
「視覚の活用を容易にすることで意思決定支援も拡がりを感じられました」
「可能だったら実際
の現場を視察（見学）したいです」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。次回のにじの会公開講座は 2 年後
の予定ですが、また多くの方にご参加いただけますよう努力してまいります。
（研修委員長 佐藤智観）
（ICT＝情報通信技術全般でタブレット等のハードウェアと各種アプリ等のソフトウェアを含む）
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2020 年度の基本方針と重点課題

にじの会理事会

２０２０年度は法人設立１９年目の年です。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、法の趣旨と地域生活支援の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、高齢化対応と合わせて制度の空洞化が危惧されます。にじの会として
は、重度利用者の意思決定支援等提供サービスの質の向上と児童・就労事業等の運営の安定向上、
利用者・家族の高齢化対策等の地域生活ニーズへの対応と、福祉業界の人不足の中で、次世代の法
人運営体制確立が重要になっています。現中期計画の総括を実施する中で、次の１０年に向けた中
期計画の策定と来年の２０周年記念事業準備を含め、以下のような２０２０年度の基本方針と重点
課題を設定いたします。
＜法人組織運営の基本方針＞
＝改正社会福祉法に対応した今後の法人運営体制確立を図る。
そのため、以下の重点課題に取組む。
（１）改正社会福祉法に沿った組織運営を確立する。特に導入予定の会計士監査に対応する業務シ
ステムの改善に取組む。
（２）地域貢献活動として三鷹市大沢地区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。
（３）次世代のにじの会を担う法人運営組織体制を確立する。特に、マネジメントを担当する人材
の育成を進める。
（４）現中期計画の総括に基づき、次期の中期計画「経営基本戦略２０３０年のにじの会のあり方」
を経営会議を中心に設定する。
（５）来年の法人設立２０周年に向けて記念事業の準備を進める。
①２０周年記念誌の発行準備
②２０周年記念式典・祝賀会の準備
③２０周年記念旅行の準備
＜事業運営の基本方針＞
＝障害者の権利実現への支援と地域生活ニーズへの対応を進める。
そのため、以下の事業運営の重点課題に取組む。
（１）利用者の安全向上に向け事業運営のリスク対策の取組を進める。
①震災対策として各部門ＢＣＰに基づき訓練を実施するとともに、停電・断水等への対応力を
向上し事業継続力を強化する。また地域障害者の避難所機能の準備を進める。同時に地球環
境悪化の中で風水雪害対策も強化する。
②利用者の安全確保のため、防犯設備の活用や感染症対策の充実を図り、同時に設備管理の改
善と省エネ対策を進める。
③文書・情報管理については、効率的な保存と流出防止を確保するために、情報管理体制の確
立を図るとともに、過去文書・情報の定期的廃棄を実施する。
（２）利用者及び家族の高齢化への対応を進める。
①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」と高齢化対策
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る。
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②要介護状態になった利用者や家族が必要な介護保険サービス等を受けられるよう、相談支援
事業を中心に地域包括支援センターや自治体と協同して進める。
（３）「障害者が地域住民の一人として年齢相応の普通の生活ができるように支援する事」を目標
に、利用者支援（寄り添う支援）の質の向上を図る。
①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・自己選
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とともに、合
理的配慮の具体化を図る。
③利用者の自己選択や自己表現を推進するためにタブレット等の ICT の活用を ICT プロジェ
クトを中心に積極的に進める。
（４）事業収支や事業内容が不安定な事業については、事業運営の安定向上の実現を図る。
①ハーモニー就労継続支援 A 型事業につき、地域ネットワーク等を活用した事業内容の充実
により、利用者数・雇用者数と売上の増加、賃金・工賃の向上と収支赤字の削減を図る。
②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等への支援能
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
援利用者を増加する。
③未来工房にじ就労継続支援 B 型事業は、利用者主体の活動内容に改善されたが、今期は活
動の質の向上を図り、利用者がより積極的に参加できるものにしていく。
④にじアート放課後等デイサービス事業は、定員の減少と低学年受入れにより利用児童確保が
実現しているが、今期は支援の質と安全の向上を図る。
（５）スタッフの採用・定着・能力向上を継続的に進める体制をつくる。
①スタッフの採用・定着の向上に向けて、働きやすい職場環境づくりに努め必要な人事制度の
改善を実施する。これには人事制度プロジェクトを中心にスタッフ全員が参加して取組む。
採用力の向上に向け HP の運用管理体制を整備する。
②スタッフの能力向上に向けて、研修の充実と服務規律の遵守を図る。同時に支援・記録・業
務・書式の標準化・マニュアル化を進める。また、チームワーク力の向上に努める。
③事業所運営と利用者支援にあたっては、安全・清潔・挨拶をベースに進める。

2020 年度
（事業等）

利用者・職員計画

（利用者数）

（職員数）

生活支援事業

８９名

５８名

日中支援事業

１０７名

５７名

就労支援事業

６６名

２３名

児童・業務他

２５名

１９名

１９８名

１５７名

合計
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第4回

ロードレース大会の報告

春の訪れを感じさせる暖かい陽気の中、２０２０年３月１３日（金）第４回にじの会ロードレー
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。今大会は、日頃から長距離走の運動に
継続的に参加されている２１名の利用者の方とスタッフのみの大会とさせていただきました。日頃
の長距離走や運動活動の成果を発揮し、多くの方が前回大会や練習での記録を上回る結果となりま
した。今後も練習を重ねて、年末の市民駅伝でも記録を更新できるよう頑張ります。
（支援専門 運動：髙橋祥亮）

新型コロナウィルス感染対策の状況について
新型コロナウィルス感染の急拡大で４月７日に首都圏に緊急事態宣言が発令されました。東京で
も感染爆発を避けるため都民に在宅の要請がなされています。にじの会でも感染防止を最優先課題
として対策本部を設置し、以下の対策を実施しています。今後、状況の変化に対応し更に必要な対
策をとり施設内感染を防止したいと考えております。
（にじの会理事長 石崎優仁）
１．当面、施設外での活動を取り止める。（ウォ―キング大会・一泊旅行等の中止・延期）
２．当面、一部事業を休止する。（大沢にじの里短期入所・就労支援事業の喫茶・レストラン）
３．日中活動事業は活動継続するが、利用時間短縮と検温・手洗い・マスク着用を励行する。
４．生活支援事業は継続実施するが、余暇外出の休止や帰省期間中の外出自粛を行う。
５．就労支援事業は継続実施するが、外部販売や給食納品が休止のため一部利用者の在宅勤務と
短時間時差出勤を実施する。
６．職員は感染防止のため、検温・手洗い・マスク着用等の励行と短時間時差通勤の実施。体調
異常時の休みの徹底と感染可能性ある場合の報告の徹底を実施する。
７．施設への見学・訪問等は断り、家族・業者は検温・消毒・マスク・場所限定を実施する。
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＜社会参加活動報告＞

大沢にじの里での支給金外出
大沢にじの里では、皆さんの希望に基づき、毎月余暇外出を実施しています。インターネットで
実際のお店やメニューを見て外出先を決めたり、外出の予定を確認しました。タブレットの
「Facetime」の機能を使って、店舗にいるスタッフと中継をつなぎ、食べたいものを自分たちで
リクエストしたグループや、行き方を調べたり予算を立てたり、主体的に企画しているグループも
あります。タブレットを積極的に活用することで、選択肢の幅が増え、内容が深まりました。
（大沢にじの里 山本奈緒美）

外出先を、知る

谷保天満宮

タブレットで中継

紅葉狩りで国分寺へ

にじアートでの支給金外出
にじアートでは工房単位での外出の他に、毎年６月から１０月ま
での間は事業所全体で支給金を使用した余暇外出を行っています。
毎月 2 か所の外出先を選出し、タブレットで写真や動画にて利用
者の皆さんに外出先を紹介、選択して頂きました。また、昼食のメ
外出先の確認
ニュー選択、外出当日は画像を用いて一日の予定をお伝えしていま
す。食事では事前に選んだメニューの確認、帰路は外出先での様子を記録した画像や動画で振り返
りを行うなど、タブレットを多用して外出を楽しんで頂きました。事前に実際のパンフレットや画
像動画を通してどの様な施設であるかを知り、過去に出掛けた写真等を見ることで、皆さん見通し
を持って参加でき、より主体的に外出を楽しんでいる様子が伺えました。更に、合同余暇を行うこ
とで、他工房の利用者さんやスタッフと一日通して過ごすことから、新しい関係性を築く場となり、
より多様なコミュニケーションをとることができました。
2019 年度は京王れーるランドや井の頭自然文化園、立川防災館、多摩六都科学館、小平市ふれ
あい下水道館、南極・北極科学館、杉並アニメーションミュージアム、JAXA 宇宙航空研究開発機
構、星と森と絵本の家、ＪＲＡ競馬博物館等、見学体験型の施設を多数訪れました。
競馬博物館

（にじアート

横倉忍）

競馬博物館

ふれあい下水道館

六都科学館

ふれあい下水道館 5

南極・北極科学館

南極・北極科学館
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＜人事制度プロジェクト＞

2019 年度東京都女性活躍推進大賞『優秀賞』を受賞しました
東京都（生活文化局）の取組みで、全ての女性が意欲と能力に応じて、多様な生き方が選択でき
る社会の実現に向けて、女性の活躍推進に取り組む企業や団体及び個人に贈呈される「東京都女性
活躍推進大賞」について、にじの会が２０１９年度「事業者部門 医療福祉分野」の優秀賞を受賞
いたしました。受賞対象の取り組み内容は以下の通りです。
○人事制度プロジェクトを立上げ組織的にライフ・ワーク・バランスを推進
○職種毎明確な職能に基づく基準を設定し、主体的にキャリアアップが実現できる仕組みを構築
○産休、育休、介護休業取得者や取得希望者等の懇談会を実施し、意見を制度に反映
○同性介助を原則とし、女性が安心して働ける環境を実現
○職場提案による設備導入、事務効率化、職場環境改善に対応
１月２３日に都庁で行われた表彰式では、石崎茂子副理事長が小池都知事より賞状と盾を戴きま
した。これからも職員全員が主体的に生き生きと働ける職場環境づくりを通じて、質の高い支援を
常に実践出来るようにしていきたいと思います。

2020 年度東京都「カイシャハッケン伝」に掲載されました
「東京カイシャハッケン伝！」は「中小企業しごと
魅力発信プロジェクト」の一環として、東京都内の
「すぐれた技術・サービス・事業・雇用環境」等を
紹介する Web サイトと冊子です。この度にじの会の
紹介記事が第 20 号（2020 年 3 月発行）に掲載され
ました。ウェブサイトでご覧頂けると共に、各大学
を始めとした就職課や就職機関等に冊子形式で多数
配布されています。新規学卒者採用を始めとした採
用力の向上に結び付けられるようにしていきたいと思います。 （人事制度
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にじの会理事

三上君子先生のご逝去を悼む
にじの会理事長 石崎 優仁

本年３月２日に、にじの会設立以来１８年間理事を務められていた三上君子先生がお亡くなりに
なられました。享年８４歳でした。先生のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
三上先生は日本社会事業大学短期大学部を卒業後、１９５９年に三鷹市役所に入職し２４年間児
童保育を担当した後、障害児の療育に進み北野ハピネスセンター館長等も務められて１９９６年に
退職されました。その後介護福祉士・社会福祉士等の養成に従
事されながら、三鷹市内の高齢者施設や障害者福祉事業所の育
成・指導を担ってこられました。
にじの会では１９９８年の施設開設計画設定時から三上先生
に参加をお願いし、行政との調整や役員体制の確立を進めてい
ただきました。２００１年の法人設立からは、職員指導担当と
して職員研修を中心になって作り上げてこられました。特に、
一時期支援方針が発達指導に傾きかけた時、
「障害者も普通の地
域住民の一人として生活できる事」を支援の基本目標に据えて、
現在の利用者本位の「寄り添う支援」の構築に尽力してくださ
いました。にじの会の地域障害者支援の基本を作り、職員を育
てていただいたご貢献に深く感謝申し上げます。
「やっと、にじの会も独り立ちできるようになったわね」と昨年末に言っていただきましたが、そ
の言葉に応えられるよう、にじの会一同、努力を続ける所存です。三上先生、本当にありがとうご
ざいました。

2001 年にじの会設立説明会

2019 年職員全体研修

三上先生を偲ぶ
にじの会理事 石崎 茂子
三上君子先生との出会いは、４歳と２歳の子供たちを三鷹市北野ハピネスセンターくるみ幼児園
に通わせる事になり、はじめてお目にかかりました。先生は当時から貫禄のある館長さんで、たく
さんのことを教えていただきました。障害のある子供を持つ親の考え方や子供への接し方、駆け出
しの親の不安や親が成長していくためには等々、昨日のように思い出します。中でも身に染みて思
い出すのは、「子供がやっている気になる行動を、親や周りの人間がすぐに阻止して行動に蓋をし
てはいけません。なぜ、そのような行動をとるのかをよく観察しなければいけません。気になる行
動の中には、その子の日頃の生活で感じている『感情』が見えてきます。そこで、何に本人が困っ
ていてそのような行動表現をするのかを考えるのです。そして、社会で生きてゆく道筋を、私達と
親御さんと一緒に考えていきましょう。」という言葉です。
「寄り添う支援」は、幼少の時期から教
えていただいていたのだと改めて思い起こします。
心の中に生きてくださる先生に感謝を申し上げますとともに、心よりご冥福をお祈りいたします。
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2020 年度の年間行事等スケジュール
今年度の行事等の予定は以下の通りです。一般参加行事（＊）にぜひご参加下さい。
■行事予定
４月 ３日（金）中止
１０月２４日（土）
１１月２０日（金）予定
１２月１８日（金）
１月 ８日（金）
３月２５日（木）予定
～２８日（日）

ウォーキング大会
にじの会まつり（＊）
スポーツ大会
クリスマス会
成人式
にじの会美術展（＊）
2019 年スポーツ大会

■一泊旅行
４月 ９日～１０日（延期）ディズニーコース
５月１４日～１５日（延期）日光コース
５月２８日～２９日（延期）箱根コース
６月 ４日～ ５日（延期）伊豆コース
６月１８日～１９日（延期）鴨川コース
６月２５日～２６日（延期）ハワイアンズ
1.
■帰省・休業期間
４月２９日～５月 ５日
５月連休
８月 ９日～８月１６日
夏休み
１２月２８日～１月 ４日
正月帰省
■施設家族連絡会
６月１２日（金）
９月１９日（土）
１２月 ４日（金）
３月２７日（土）

参観日（日中懇談会）
全体会（生活懇談会）
参観日（日中懇談会）
全体会（生活懇談会）

2019 年大沢にじの里クリスマス会

2019 年 12 月にじアート参観日

『にじの会だより 73 号』

定価
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