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第５回かながわ福祉サービス大賞に寄せて

　本日は、多くの皆様にご参加いただき、このように盛大に「かながわ福祉サービス大賞」第５

回大会が開催されますことを大変うれしく思います。この大会を支えていただいております協賛

企業並びに会員の皆様に心より御礼申し上げます。

　この大会は、福祉サービスに関する先進的な事例を紹介し、特に優れた事例を顕彰することに

より福祉の現場に光を当てることを目的として、平成 24 年に始まりました。今年度は、23 事業所

の申し込みがあり、このうち一次審査を通過した５事業所がこの会場で発表することになってい

ます。

　さて、今般の介護保険制度改正については、ご利用者の自立をうながし、要介護度の改善につ

ながる取り組みを実践されている事業所を評価する方向になっています。また、市町村が地域の

実情に応じて、地域住民とともに創る多様なサービスに大きな期待が寄せられています。

　急速に進む少子高齢化のなかで、福祉のパラダイムシフトが起き、「自立支援」、「地域での支え

合い」、「共生社会」などがキーワードして語られるようになりました。何も難しいことではない

と思います。自らを律し、他者を思いやる心を持てば、高齢者や障がい者に優しく接することが

でき、お互いに住みやすい社会になるのではないでしょうか。こうした社会を創るためには、地

域の社会資源を総動員して、点から線、線から面に広げていく努力を重ねていかなければなりま

せん。

　一方、人材の確保や育成をとおしてサービスの充実や質の向上を図ることも大変重要な政策課

題となっています。福祉の現場に人を集めるためには、福祉専門職の職業観を確立するとともに、

夢と希望を持って働ける職場づくりを進める必要があります。高齢者や障がい者の生き様から学

び、人が幸せに生きるとは何かを考え、それを支援するという職業観を持ち、日々、「感動」、「感謝」、

「共感」という現場の実践の中から、職業観と哲学が身につくのではないでしょうか。そのための

努力も重ねていかなければなりません。

　本日は、介護・福祉の現場で取り組まれている実践事例の発表をとおして、介護・福祉の素晴

らしさを知っていただき、会場に足を運んでいただいた皆様とともに神奈川の福祉の未来を拓い

てまいりたいと存じます。

　今後も、福祉サービスの振興と質の向上を目指し、社会に貢献できる活動をしてまいりますので、

皆様のご指導とご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会

理事長　瀬戸 恒彦
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プログラム

時　間 内　　　　容

13:30 〜 13:50 開会式

開会のことば　　かながわ福祉サービス大賞　実行委員長

　　　　　　　　　　深谷　昌弘

来　賓　挨　拶　　神奈川県　保健福祉局　

　　　　　　　　　　　　　　　介護サービス担当課長

　　　　　　　　　　大澤　靖史　氏

トロフィー返還　　第４回かながわ福祉サービス大賞

　　　　　　　　　　　受賞事業所

　　　　　　　　　　社会福祉法人　愛翁会

　　　　　　　　　　　小規模多機能ホーム　ななかまど

13:50 〜 15:00
福祉の未来を拓く

先進事例発表会

審査員紹介

座長紹介　神奈川県立保健福祉大学名誉教授

　　　　　　山崎　泰彦　氏　

①富士ソフト企画株式会社

『就労は障がいを軽減する〜精神、身体、知的、発達障が

いの織り成す就労舞台〜』

②社会福祉法人　県西福祉会　プレアデス〔ふくらん〕

『たまごスイーツコンテスト〜学校との連携〜』

③株式会社アイム　エジソン放課後　高津

『スタッフ半分が生徒の保護者である放課後デイ！』

④ 株式会社ワイズ・スポーツ＆エンターテイメント　ワイズ・

パークあざみ野

『スポーツトレーナーの「最適運動」とミュージカル俳優

の「エンタメプログラム」で心も体も元気いっぱい！』

⑤株式会社ツクイ　ツクイサンフォレスト横浜戸塚東

『地域の中にある開かれたサ高住を目指して』

15:00 〜 15:20 休憩

15:20 〜 15:50 特別公演　落語 湊家　加け橋　氏　横浜市職員落語愛好会

15:50 〜 16:00 休憩

16:00 〜 16:30 表彰式

第５回かながわ福祉サービス大賞　講評・発表

　かながわ福祉サービス大賞審査委員長　鴇田　要一

表彰状授与・閉会のことば

　(公社 )かながわ福祉サービス振興会

　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　瀬戸　恒彦

16:30 閉会

平成２９年１１月１日（水） １３：３０〜１６：３０日　時
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　かながわ福祉サービス大賞は、福祉の先進的な事例を発掘して紹介し、特に優れた事例を表彰

することにより福祉の現場に光を当てることを目的として開催しています。

　今年度のテーマは、『福祉の未来を拓く』とし、福祉事業に携わる皆様から、一人ひとりの人

権が尊重される福祉社会を築くため、現場で取り組まれている「地域での福祉の推進にとって先

駆的な取り組み事例」を募集し、全２１事業所の応募事例の中から、審査委員会で５事例を優秀

事業所に選出しました。

　本日は、選出された優秀事業の中から、「かながわ福祉サービス大賞」を決定します。

■座長紹介

　神奈川県立保健福祉大学名誉教授

　山崎　泰彦　氏

　＜プロフィール ＞

　 　大学卒業後の１９６８年社会保障研究所（現国立社会保障・人口問題研

究所）研究員となる。後、上智大学文学部教授、神奈川県立保健福祉大学

保健福祉学部教授を経て、２０１１年より現在に至る。その他、現在公職

として厚生労働省社会保障審議会会長代理として介護保険部会長等を務め

る。著書に「年金・医療・福祉政策論」「社会保障の財源政策」等多数。

■過去の大賞受賞事業所

　【第１回大賞】株式会社あおいけあ　小規模多機能型居宅介護おたがいさん

　　「被介護者ではなく地域資源としてのお年寄、たくさんいます！」

　【第２回大賞】株式会社学研ココファン　学研ココファン日吉

　　「その人らしい住まい方実現〜豊かな感情表出・自由に外出できる暮らし〜」

　【第３回大賞】有限会社ふれんどりぃ

　　「利用者の生きるに寄り添って」

　【第４回大賞】社会福祉法人 愛翁会　小規模多機能ホーム　ななかまど

　　「小規模多機能は在宅への架け橋となり得るか」

かながわ福祉サービス大賞とは
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湊家　加け橋

（横浜市職員落語愛好会）

中学生の時に、古今亭志ん朝の「野ざ

らし」をラジオで聴いて、落語ファン

となる。

　現在は、落語愛好会のマネージャー

を務め、4年後に迎える八十回公演に

向けて練習に励んでいる。

本日のネタは始まるまでお楽しみ。

横浜市職員落語愛好会とは

　横浜市役所職員及び退職者等でつくる落語等の演芸サークルです。

　（落語だけでなく手品や講談の方も所属しています）

　実は歴史は古く昭和49年に創立しました。平成26年には創立40周年を迎えました。

　現在会員は15名（うち女性は5名）落語の発表会は、横浜にぎわい座で『落語の会』を

　6月と11月に開催。毎回３５０人を超える観客を集めています。

平成28年第70回落語の会記念公演を10月23日（日）関内ホール大ホールにて開催し、

　８５５名の観客で大盛況でした。

　

また、ボランティア活動で出前寄席と称して、老人ホーム、地域ケアプラザ、地区セン

ターや町内会・自治会の主催する老人会等に出向き落語、講談、手品等を披露して大変

喜ばれています。

　平成28年は、126か所で出前寄席を開催しました。

　その功績が認められ

平成11年　神奈川新聞社主催の第12回神奈川地域社会事業賞を受賞。

平成17年　横浜市社会福祉協議会会長賞を受賞

平成19年　横浜市長賞と神奈川県社会福祉協議会会長賞をダブル受賞

★昭和52年に開始した出前寄席が平成28年12月31日で通算3,629箇所となりました。

特別公演
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◆後援団体
　神奈川県

　横浜市

　川崎市

　相模原市

　社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会

　社会福祉法人横浜市社会福祉協議会

　社会福祉法人川崎市社会福祉協議会

　社会福祉法人相模原市社会福祉協議会

　公益社団法人神奈川県社会福祉士会

　公益社団法人神奈川県介護福祉士会

　一般社団法人神奈川県介護支援専門員協会

　特定非営利活動法人神奈川県精神障害者地域生活支援団体連合会

　特定非営利活動法人かながわ障がいケアマネジメント従事者ネットワーク

　公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会

　一般社団法人かながわ福祉居住推進機構

　神奈川新聞社

　tvk（テレビ神奈川）

　神奈川県特定施設等連絡協議会 

◆協賛団体
　株式会社ツクイ

　株式会社ニチイケアパレス

　株式会社ロイヤルホール

　理想科学工業株式会社　理想横浜支店

　一般社団法人C.C.NET

　株式会社エコロダイレクト

　株式会社日本信用リース

　日総ニフティ株式会社

　株式会社旭クリエイト

後援・協賛団体一覧
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事例発表事業所

　　（１）富士ソフト企画株式会社

　　（２）社会福祉法人　県西福祉会　プレアデス〔ふくらん〕

　　（３）株式会社アイム　エジソン放課後　高津

　　（４）株式会社ワイズ・スポーツ＆エンターテイメント　ワイズ・パークあざみ野

　　（５）株式会社ツクイ　ツクイ・サンフォレスト横浜戸塚東

 





１　はじめに

　「あなたの手となり、耳となり、頭となり、心となる。」

　富士ソフト企画株式会社は、富士ソフト株式会社の特例子会社である。社員数 160 名中、155 名が障

がい者、うち半数は、精神障がいを持つ。

　社員の大半が何らかの障がいを持つため、当社で障がいのあることは特別なことではない。

　身体障がいの方々の届かないところを、知的障がいの方々がカバーし、知的障がいの方々のサポー

トを、精神障がいの方々が行い、精神障がいの方々の心のケアを身体障がいの方々が行い、それにより、

障がい特性が軽減される中、一つ一つのプロジェクトが進行される。

２　事例や取組の紹介

　就労は医療を超えて、障がいを軽減するという確信のもと、IT 企業の特例子会社として、１人１台

のパソコンを使用し、妥協することなく、業務に専念することを目標にしている。これからの、あるいは、

更なる障がい者雇用に取り組む国内外の企業・省庁・自治体・学校・大学の見学も増えている。

　当社の業務は主に、HP 作成、デザイン、PC サポート、アドレス管理、データ入力、名刺作成、各種

商業印刷作成、梱包、発送、封入、保険取扱い、委託訓練業務、講演・執筆活動、親会社庶務業務に

分類される。

　委託訓練の業務は、その中でも大きなウエイトを占める。委託訓練とは、国の事業で、各都道府県

が行う、障がい者のための、企業就労を目標とした、パソコン技能習得プログラムである。３か月の

プログラム内では実際の職場を模した教室において、職場適応の訓練が実施される。講師は当事者で

あり、どこでストレスを感じるか、どこでつまづくかをよく理解している。各自の進度、障がいに合

わせた指導により、就職率 70％を超える。１人でも多くの障がい者の自立を支援実行すべく、また、

働く喜びを取り戻してほしいという一念で、今日も、社員は元気に通院している。

　当事者の苦しみは当事者が一番良く分かる。苦しみを経験則として世の為、人の為に活かすか、嘆

きながら暗闇を生きるかは、企業の職域開拓にかかっている。

　ここでは、障がい者の就労支援者、カウンセラーを育てる理由が活きて来る。

　当社では、委託訓練を入札し、受託し、実行するのも、障がい者、就労移行支援を担うのも、障が

い者である。第２号 JOB コーチ、職業生活支援員、精神保健福祉士の資格を持つのも、障がい者である。

親会社、グループ会社でうつ病を発症した健常者のリワークを担当するのも、障がい者、リワーク時

の認知行動療法を行うのも、障がい者である。当時者は勿論、健常者の就労支援者・教員実習を受け

入れるのも、障がい者である。
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就労は障がいを軽減する

〜精神・身体・知的・発達障がいの織り成す就労舞台〜

鎌倉市

富士ソフト企画株式会社

部長　遠田　千穂



　もはや、健常者が障害者をサポートするのではなく、障がい者が健常者をサポートし、職場復帰さ

せる時代が到来している。

　健常者は障がい者を信じ、障がい者向けの仕事を「作る」のではなく健常者がやっている仕事を障

がい者に「まかせ」「お願い（依頼）する」勇気が必要である。いつまでも指示、管理を続けていると、

健常者の言いなりでしが動けない障がい者が育成されてしまう。ある程度、業務を覚えたら、権限を

譲渡し、自分で考え動く管理職の障がい者を育成するのが、職域開拓、支援員育成につながる。いつ

までも平社員では、向上心の高い障がい者も、やる気を失ってしまう。昇任、昇格を計画的に実行す

ることで、当事者も将来の展望を持って通勤する事ができ、職場定着につながる。

就労支援に携わる障がい者の人材育成

　　委託訓練、就労移行支援事業の卒業生を講師として、人材開発部で採用する。受講生時、自分だっ

たらこうする、もしくはこうしたらもっと良いものになる、と思ったことを、どんどん実行、チャレ

ンジして頂く。又、知的障がいの方々はボイストレーニングや、体操を担当して頂き、できる範囲の

就労支援を行って頂く。

　当たり前のことが当たり前に出来なくなるのが精神疾患である。日常生活の励行が何よりの薬であ

り、その分野を知的障がいの方に担当して頂く。知的障がいの方は話をよく聞き、分からないところ

は質問し、きちんとフィードバックして下さる。障がい者は、天性のカウンセラーであると言えよう。

３　考察

　障がい者が行う、障がい者の為の就労移行支援事業。就職予備校のコンセプトは以下の通りである。

　⑴　就職できる場所

　　就職予備校の目的はあくまでも利用者の就労である。そのためのプログラムを多数用意している。

　その一例を示す。

　　・ １分間スピーチ　・・・毎日２回１人ずつ前に出てスピーチを行う。テーマは自分について。

いわゆる自己紹介である。就職活動は自己紹介の集大成と考える。そのためには自己分析、自

己表現が欠かせない。そこでこの就職予備校では毎日、自分のことを話す練習を繰り返し、来

る就職活動に向けての準備を参加初日から始めるのである。

　　・ 日報作成　・・・就職予備校で１日学んだこと、感じたことを日報にまとめる。そこには２つ

の目的がある。１つは、１日何を行ったか、学んだかを振り返ることである。ただ惰性に過ご

すのではなく、常に意識を向けるために振り返る。２つ目の目的は文章を書く練習をすること

である。文章作成を毎日繰り返し練習する。それにより、文章は上手くなる。文章が上手くな

れば、自然と言葉も論理的に整理して話せるようになるのだ。また月末に１ヶ月を振り返りの

プレゼンを行う。学んだことを資料にまとめて、１人ずつ発表するのだ。つまり毎日の学んだ

ことをまとめ、毎月末人前でプレゼンテーションを行う。これらは就職活動時に自身の取り組

みとして企業に大いにアピールできるであろう。そのためには日々の日報作成が非常に重要な

意味を持つ。

　⑵　安心できる場所

　　安心できる場所とは何か。人は自分が安心できると思う場所に居て初めて精力的な活動ができる。

　就職予備校では利用者の方々が安心して訓練に参加できるよう様々な配慮をしている。

　　・ 仲間が自分の話を聴いてくれる場所　・・・就職予備校では１分間スピーチを毎日行っている。

他の利用者、スタッフが発表者の話に熱心に耳を傾ける。そこでは発表者と聴き手の間で笑い

や泣きが頻繁におきる。なぜなら、発表者も聴き手の間に信頼関係が出来ているからである。

共に笑ってもよい、笑いをとってもよい、発表中に泣いてもよい、場合によっては怒りを出し
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てもよい。自分が何を話していても、他の仲間がしっかり聴いてくれると分かっている、だか

ら安心して話せるのである。安心して話せることにより、安心して自分が出せる、自分を分析

できる。安心して就職に向けて取り組めることになるのだ。

　　 　発表者に安心して話してもらうためには、聴き手にも聴く姿勢を求められる。就職予備校では

　聴くための姿勢についても指導を行っている。

　⑶　企業が行う就労訓練

　　就職予備校は富士ソフト企画という一般企業が行っている。そこには大きな意味がある。

　　・ 企業についてダイレクトに学べる　・・・企業で行う訓練であるから、企業とは何かというこ

とを直接学ぶことが出来る。例えば帳票作成の授業がある。パソコンの使い方を学ぶという側

面もあるが、何より実際企業で使用している書類を繰り返し作成し練習できる。帳票の意味と

使い方を理解したのだから、就職した際に戸惑うことはなくなるだろう。また弊社の社長の講

話も定期的に行っている。企業のトップの話を直接聴けるというのも非常に貴重であろう。社

長講話では、企業について、時事問題、障がいを克服する方法など多岐に渡るテーマを扱って

いる。

　　・ 訓練施設と実習施設が同一組織である　・・・弊社は一般企業である故に、様々な部署が様々

な業務を行っている。実習では、それら各部署で業務体験ができるのだ。訓練施設と実習施設

の連絡も密にとれるので、利用者には濃密な体験ができることだろう。

　⑷　障がい者社員が中心スタッフとして関わる

　　 　弊社では多くの障がい者が働いている。就職予備校のスタッフにも何名かの障がい者社員が関

わっている。訓練の運営から講義に至るまであらゆることに携わっているのだ。利用者と同じ障

がいを経験しているが故に、きめ細かい訓練を実施できる。また利用者から見れば、社会人とし

て活躍している障がい者を目の当たりにするのである。自分もいつかああなりたい、と発奮する

ことだろう。またピアサポートとして、利用者の相談などにも積極的に乗っている。就職予備校

は障がい者による障がい者のための訓練といっても過言ではない。

４　終わりに

　就職予備校では利用者の皆さんが就職するまでに限らず、いくつになっても地域で、組織で幸せに

生きていけるような技能・習慣を身に付けさせる場である。スタッフ、先輩利用者皆で、新しく来る

仲間を暖かく迎え入れるようにしている。

　障がいを持つ社員の皆様と、試行錯誤の毎日である。大学の時に学んだ、臨床心理学・カウンセラー

の見習いとして、鍛えられた、精神神経科での知識・予備自衛官で培った「一人の脱落者を出すことなく、

目的を完遂する」為の、合理的配慮も障がい者のサポートに、合致する。障がい者は炭坑のカナリア

であり、障がい者が働きやすい職場は、健常者も働きやすい職場になる。

　この理念を応用し、親会社、グループ会社でうつ病を発症した方を２週間、受け入れて復職させる

リワークを２年前より実行している。今まで 52 名の方が来られ、41 名の方が復職された。当事者の痛

みは、当事者が一番よくわかる。当社の当事者は、特別支援学校のビジネスマナーや情報科の講師の

仕事も引き受けるが、健常者は、相手の出来ないところを矯正しようとするが、障がい者は、相手の

出来るところを引き出し、延ばそうという力に長けている。

　相手の話を良く聞き、フィードバックするという点においても、障がい者は天性のカウンセラーで

ある。もはや、健常者が、障がい者を管理、監督するのではなく、障がい者が、健常者を　癒し直す

時代がそこまで来ている。

　なお、遠田は、陸上自衛隊の予備自衛官として、年に１〜２度、朝霞駐屯地にて訓練を受けている。

11



自衛隊の訓練は「１人の脱落者を出すことなく、目的を遂行する」目標があり、障がい者雇用に大い

に活用することができる。東日本大震災の際は、訓練で学んだことを応用し、障がいの異なる者同士

バディを組んで、近くの小学校に誘導し、全員無事に避難させることができた。不安を訴える社員には、

訓練で学んだ声掛けを実践し、落ち着かせることができた。落ち着いた社員は、近所から避難してき

た地元の住民の方々の為に、毛布を運んだり備蓄の食糧を運んだり、人の為に動くことができる様に

なった。翌朝、良く晴れた駅までの道で、今までサポートされることのほうが多かったが、「自分も人

の役に立つことができた」「命の尊さを知った。障がいを嘆いたこともあったが、強くなれた気がする。」

という当事者の社員たちの言葉は、今でも耳に残っている。自衛隊の訓練成果が思わぬところで応用

でき、生きる糧になった。

12



たまごスイーツコンテスト〜学校との連携〜

南足柄市

社会福祉法人県西福祉会

知的障害者通所施設プレアデス（ふくらん）

法人事務局長　柴田和生
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１　はじめに

　社会福祉法人県西福祉会は、平成 13 年４月身体障害者の入所施設「足柄療護園」の運営をスタート

しました。平成 22 年より知的障害者の通所施設「プレアデス」を開設し「生活介護」「就労継続支援

Ｂ型」の事業に着手しました。「就労継続支援Ｂ型」では、請負作業を中心として、その作業量に応じ

た利用者工賃を支払っていますが、内職的な作業では工賃向上は望めず、工賃向上を主の目的とした

新たな取り組みとして、たまごにこだわったシュークリームやプリンの製造販売を行うお店「ふくらん」

を平成 25 年７月にオープンしました。

　一方、障害者の理解を深め、インクルーシブな社会の実現のためには、教育段階から関わっていく

ことが必要であると考え、法人では平成 20 年ごろから積極的に、障害のある方々と共に、小中学校、

高校、大学への出張授業に出かけています。

　そうした学校との連携をいっそう進めていく中で、以前より保育学科との交流関係のある「小田原

短期大学」の食物栄養学科で学ぶ学生たちに「ふくらん」の商品企画の提案をしていただくことはで

きないかと考え、実践してきた取り組みについてご紹介します。

２　事例や取り組みの紹介

　小田原短期大学は、約 60 年前に小田原女子学院として誕生した歴史ある学校で、現在は各学年、保

育学科 140 名、食物栄養学科 80 名が学んでいます。当法人とは、保育学科の出張授業として利用者と

共に出かける講演活動や、保育学科の実習の受入れ、またボランティア活動の受入れなど、日ごろか

ら関係の深いお付き合いをさせていただいています。

　⑴　プラン名称　：　たまごスイーツコンテスト

　⑵　開催の目的　：　「障害施設発信」で ､地元地域の「人気商品」をつくりたい！

　　①　障害者と共につくるお菓子で ､世間をアッと言わせたい！

　　　（固定概念の強い福祉業界に変革を起こしたい！）

　　②　既成概念にとらわれない学生の“自由な発想”に期待したい！

　　③　福祉と学校のコラボレーションによるメリットを活かしたい！

　　　●障害者の働く場が地域にあることを知っていただく機会になる

　　　●障害者福祉事業への関心を高め ､学生の働く場（就職先）の開拓につなげる

　　　●実際に販売する商品の開発や販売に携わることにより成功体験を得られる

　　　●地域活性化の一環として注目される

　　　●社会貢献活動として学校のイメージ向上につながる

　　　●学校と福祉の連携という新たなモデルを確立する
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　⑶　コンテストの内容　：　「こだわりたまご」を使った商品を企画提案する。

　⑷　開催の時期　（この間、２回のコンテストを開催した。）

　　　第１回　平成 26 年４月 15 日〜８月５日

　　　第２回　平成 28 年４月 27 日〜７月 21 日

　⑸　対象者　：食物栄養学科２年生

　⑹　スケジュールと具体的な取り組みの状況〔第２回〕

①　コンテストの説明及びセミナーの開催〔４月 27 日〕

　　 コンテストの主旨とスケジュール及びエントリー方法について説

明を行った。合わせて、店舗企画や商品企画開発を生業としてい

るコンサルタント講師から、ヒット商品人気の秘密や商品開発の

ヒントなどについて、セミナーを開催し、学生の学ぶ機会を提供

した。

②　エントリーシートの提出〔５月 17 日〕

　　 全学生が参加し、ゼミ単位や友達同士などでチームを編成し、ひとり２〜３チームに所属

するなど積極的にエントリーが行われた。

③　研究開発及び企画書の提出〔提出７月１日〕

　　 まずは、新商品の企画検討を行い、授業やゼミの時間を使って、

企画書の作成を進めた。

　　 企画書には、商品名、商品のキャッチコピー、商品イメージ、原

材料、販売価格などを記入して期限までの提出を求めた。

④　１次審査〔７月６日〕

　　 企画書の内容を精査して１次審査を行い、７チームを選考した。

１次審査を通過したチームは、さらに研究開発をすすめ、コンテ

ストに向けた準備を行った。

⑤　コンテスト〔７月 21 日〕

　　 コンテストの最終審査当日は、小田原商工会議所会頭を審査委員

長として、小田原短期大学学長、当法人理事長などの審査員メン

バーで、各チームから 10 分のプレゼンテーションと開発商品の

試食を行った。

　　 プレゼン審査では「プレゼン力、独自性」、試食審査では「味、

しずる感、完成度」について評価を行って、「最優秀賞」「優秀賞

３本」「ふくらん特別賞３本」を選考し、その結果をその場で発

表した。

⑥　開催の情報発信

　　 コンテストの様子は、「ふくらん」のホームページに「小田短コラボ」の専用ページを作成

し取り組み状況を紹介し、合わせて facebook では新しい情報を随時発信した。

⑦　コンテスト表彰

　　 最優秀賞には賞金２万円、優秀賞には賞金１万円、特別賞には賞

金５千円と、受賞各チームに賞状と賞状入れを用意した。商品開

発にかかわる、たまご及び小麦粉は当法人で用意した。
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　⑺　実施結果

　　 　小田原短期大学の「産学連携」の取り組みを積極的に行う方針と合致し、コンテストの提案に

対して大変共感いただき、とんとん拍子で話が進み実施することができました。この企画は当初

より地域連携を念頭に置いていたこともあり、コンテスト開催に当たり、地元の小田原・箱根商

工会議所にも相談させていただいたところ、快く後援をいただくとともに、最終審査であるコン

テスト当日の審査委員長として会議所会頭に出席いただくことができました。小田原短期大学と

障害者福祉サービス事業所との地域内での連携ということで、地元メディアも関心が高く、地元

ケーブルテレビや新聞、フリーペーパーなどで紹介いただきました。

　　 　このコンテストに参加した学生からは、「人気洋菓子店や菓子製造業のコンサルタント経験のあ

る方の話を聴けたことは、とてもためになった。」「お店で販売することを目的に、実際に商品を

検討したり企画するこのような経験はとても貴重で、素晴らしい機会でした。」といった、喜びの

声を多くいただきました。先生からも「学生たちの真剣な取り組みがとても印象的で、定期的に

開催してほしい。」ととても高評価でした。

　　 　第１回の最優秀賞受賞商品は、現在ふくらんにおいて、コラボ企画商品ということで実際に販

売しています。

３　考察

　この活動に取り組んだことで、メディアなどでの取り上げなど「ふくらん」の周知につながる大変

良い機会となりました。「ふくらん」と小田原短期大学食物栄養学科との関係が作られたことで、これ

まで関係のあった保育学科とあわせ、学校と法人との関係がより深いものとなりました。平成 29 年度

の学生募集用のパンフレットにも「たまごスイーツコンテスト」は取り上げられ、学校の特色のひと

つに位置付けていただいていると感じます。

　学園祭での「ふくらん」商品の販売からはじまり、現在では毎月利用者と一緒に学校に販売に出かけ、

障害のある利用者と学生との定期的な接点ができたことに加え、400 名を超す学生対象に販売すること

で、利用者工賃向上にもつながっています。

４　おわりに

　「ふくらん」の事業がスタートして、まだ１年が経過していない中でのコンテスト提案にもかかわら

ず、快諾いただいた小田原短期大学には心から感謝いたします。出張販売中の学生との話の中で「学

校説明会の時に「ふくらん」商品コンテストの話を聞いて、それをやりたくて志望校をここに決めた！」

と聴き、とても嬉しく感じるとともに、今後も定期的にこの「たまごスイーツコンテスト」を開催し

ていこうと決心しました。



スタッフ半分が生徒の保護者である放課後デイ！

　〜自ら放課後デイを利用している生徒の保護者自身が、

積極的に参加する福祉サービスづくり〜

川崎市

株式会社アイム　エジソン放課後　高津

代表取締役　佐藤　典雅

１　はじめに

　近年、発達障害の児童を預かる放課後等デイサービス（放課後デイ）が速いペースで増えたため、

市場は飽和状態にあります。さらに様々な質の放課後デイが乱立したため、放課後デイのサービスそ

のものの質が問い直されています。今年は行政の方からも各事業所に自己評価アンケートをとるよう

にという指導がでています。

　そんな中、３年前に始まったアイムの放課後デイでは、どうすれば放課後デイの質をあげていくこ

とができるか試行錯誤してきました。第四回かながわ福祉サービス大賞の特別賞を頂いた時には教室

の「空間」の在り方が評価されました。それから２年経ち、アイムでは「人の質」つまりスタッフの

質をどうやったら向上させることができるのかを試みてきました。

　一般的な放課後デイでは様々な療育プログラムを提唱されていますが、共通しているのは、大半の

サービス提供者が自身は自閉症の子供を育てていないという事実です。そのため学術的には正しいセ

オリーかもしれませんが、日々の生活の中で実用的・現実的な効果を生み出しているかには疑問の余

地が残っていました。このギャップをどうやったら埋めることができるのか、アイムではこの課題に

真摯に取り組んできました。

２　事例や取組の紹介

　質の高い福祉サービスをつくるのは「人」です。福祉環境の改善は箱である「空間」デザインで出

来ます。しかし、良き福祉サービスの内容をつくることができるのは質の良いスタッフだけです。で

は放課後デイの場合、利用者である生徒とその保護者にとって「良いスタッフ」とは何を意味するのか？

　そこで行き着いた結論が「当事者による福祉サービスづくり」です。発達障害の子供達のニーズを

一番理解しているのは親自身です。また子供達にどのような環境、未来を与えたいかを真摯に考えて
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いるのも親自身です。それでエジソン放課後を筆頭とするアイムの放課後デイでは、生徒保護者がス

タッフとして共に働くことが最善であると考えました。

　現在、アイムのスタッフの４割は教室を利用している生徒保護者です。そのため、生徒たちにとっ

てより効果的なプログラムを提供することができるようになりました。親が自分の子供に求める福祉

サービスとは何か、を共に考えて提供していくことが可能になりました。

　さらに保護者のための定期的な会合も開いています。専門家による講演会や、アロマやヨガなどの

企画も提供しています。保護者が参加できる企画のおかげで、生徒家族として一つのコミュニティが

形成されるようになりました。

　この試みは様々な専門家（精神科医、心理カウンセラー、療育専門家）から評価されました。エジ

ソン放課後にはたくさんの専門家が現場を見に訪れます。さらには教育関係の出版社からのオファー

もあり、 『療育なんかいらない！〜発達障がいキッズの子育ては周りがあわせたほうがうまくいく』を

小学館から出版（2016 年 10 月）させていただきました。

　保護者自身が福祉サービスの提供に参加するという試みは、様々なメディアでも共感を得ることが

できました。この１年間で取り上げて頂いたメディアです：

　「Tokyo MX ニュース特集（2017 年８月）」「ヤフーニュース特集（2017 年５月）」

　「Woman Excite 特集（2017 年２月）」「介護のほんね（2016 年９月）」

　また保護者自身とっても働きやすい職場として「ママハピ（2017 年３月）」に取り上げていただきま

した。保護者にとって働きやすい環境は子供にとっても過ごしやすい環境です。

３　考察

　保護者が当事者として放課後デイの運営に携わることにより、下記のような優れた相乗効果がみら

れるようになりました：

　１）生徒の立場になって効果的なサービスの内容を考える。

　２）利用保護者とスタッフとの間の境界線がなくなり、良いコミュニケーションがとれる。

　３）親の理想と子供の現実のギャップを埋めることができる。

　　 　このおかげで、生徒と保護者の双方にとって安心な福祉サービスを提供できるようになりまし

た。当事者が自らが、子供たちが受けているサービスの内容を日々体感できます。そして保護者

としての自身の要望や理想を取り入れながら、共同作業で子供に適したサービスを創り上げてい

くことができます。
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　アイムでは発達障害の子供達の「日常」を考えています。一般的な療育では特殊な部屋で専門家が

特殊な時間を設けます。実は自閉症の子供達もその場の空気を読むので、その場では療育に沿って行

動します。しかしその場を離れると本来の自然体に戻ります。つまり療育の場でテーブルで 30 分我慢

して座れたとしても、家やレストランで同じようにすることは皆無です。

　親の子育てという長期的な目線からすると、日常に即した現実的な効果が必要です。なぜなら日常

生活の中で応用が利かないプログラムは実用的でないからです。アイムではあえて療育というアプロー

チをとっていませんが、子供達の「自立」と「しつけ」には力を入れています。これは障がいのある

なしに関係なく、どの子育てにもあてはまる原則だといえます。

４　おわりに

　利用者家族とサービス提供者の間のギャップ。これが従来の福祉の壁でした。生徒保護者は自分が

利用している施設の内側を把握することは困難でした。また要望があったところでその施設の方針に

まで口を出す権限はありません。これらはサービスの質を十分に担保できていない施設が増える要因

の一つとなってきました。

　しかしアイムの放課後デイでは生徒の保護者が運営に直接関わることにより、自分の子供たちがど

んなサービスを受けており、どのようなサービスを受けさせたいかも決めることができるようになり

ました。これまでの「福祉サービス提供者 vs 利用者家族」という構図から、「福祉サービス提供者＝

利用者家族」という利害関係の一致する共同体への変化です。

　またさらに重要な点として、保護者自身がスタッフの側にまわることにより、他の保護者との連携

がよりスムーズになりました。発達障害の子育ては当事者にしか分からない悩みがある。そんな保護

者同士が共に子育ての未来を切り開いていく。今後、福祉と利用者の間のギャップを取り払う上で、

このように当事者による施設運営という試みは効果的かと思われます。
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〜スポーツトレーナーの「最適運動」とミュージカル俳優の

「エンタメプログラム」で心も体も元気いっぱい！〜

横浜市青葉区

介護予防デイサービス　ワイズパーク

代表　最適運動ディレクター　山本晃永

エンタメプログラムディレクター　井上智恵

１　はじめに

　ワイズパークは、あらゆる世代の方に最適な運動プログラムを提供する「トータルライフ・サポート」、

及び運動やエンターテイメントを通じて「新しい地域コミュニティを創造しよう」ということをテー

マに運営しているフィットネスジムです。元々は運動部活動の子供たちに対してのリハビリや、契約

するトップアスリートのトレーニング施設を作ろうとしていました。しかし、せっかく施設を開業す

るのであれば、もっと広く地域の方の健康にも寄与していきたいと考え、一般の方のパーソナルトレー

ニングやボディケア、高齢者の介護予防にも「私たちの専門性」を活かすという挑戦に取り組み始め

ました。その中でも５年目を迎えた高齢者介護予防デイサービスは、地域の方々にも大変喜んで頂け

るようになり、またご見学にいらっしゃる専門家の方々からも「プログラムがユニーク且つ専門性が

あり素晴らしい」と高く評価されるまでになってきました。そんな私たちの取組みをご紹介させて頂

きます。

２　事例や取組の紹介

　私たちのデイサービスは、ご利用者様お一人おひとりにあった「最適運動」を提供することを一つ

の柱に、ミュージカル俳優が作った「エンタメプログラム」で脳や感情を活性化していくことをもう

一つの柱として、心も体も元気になっていただくということを目的に運営をしています。

　①　最適運動

　　 　まず「最適運動」というのは、ご利用者様各自の身体評価を行い、それに基づいた運動プログ

ラムを作成し、トレーナーとマンツーマンでトレーニングを実施していくということです。本来、

高齢者になればなるほど体力や不調箇所なども個人によって異なってきます。しかし、実際には

前期高齢者も後期高齢者も一緒に行う集団の運動指導に偏ってしまっている現場が往々にしてあ

ります。

　　 　私たちはアスレティックトレーナーという職業柄、アスリートの体力や身体の特徴、ケガや故

障を分析・評価し、時には医師と連携しながら競技パフォーマンスを向上させていきます。その

ノウハウを活かし、ご利用者様それぞれの不調箇所の改善や弱点となっている体力箇所の強化を

行っています。また、その他にも筋力維持・強化には「自社開発した筋力トレーニングマシン」

を使用し、機能的且つ安全に実施をしています。そして、各自にあった有酸素トレーニングやバ

ランス能力、身体移動能力にも影響する足趾筋力を高めるトレーニングに関して、大阪大学大学

院山下教授と共同研究を行っていたり、これらの機能を日常的動作につなげていくための動作向

上トレーニングというものも行っています。また、せっかくトレーニングをしても適切な栄養摂取、
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特にプロテイン補給がされなければ効果はありませんので、契約する公認スポーツ栄養士がプロ

テインクッキーのレシピを考案し、近隣のパン屋さんご協力のもと商品化し、休憩時のお菓子と

してご提供しています。さらに効果を上げるために、デイサービスにいらした時のみ行うトレー

ニングではなく、自宅で行えるトレーニングメニューを各自にお作りし、「宿題帳」という名目で

楽しくコミュニケーションをとりながら運動頻度を上げていただいています。こうした「運動習

慣作り」も並行しながらトレーニングを進め、３か月に１度の身体機能の再評価・測定時に効果

や変化などご説明しながらモチベーションの向上、維持も行っています。

　②　エンタメプログラム

　　 　次に「エンタメプログラム」ですが。「ロコモティブシンドローム」、「サルコペニア」、最近では「フ

レイル」といった高齢者の身体的な問題や衰えに対しては運動が欠かせないと言われ、私たちも

その最適モデルの構築を目指しています。脳や感情に対してももっと直接的に働きかけられる取

り組みは出来ないかと考えていたところ、感情表現のプロフェッショナルであるミュージカル俳

優が素晴らしいプログラムを開発してくれるようになりました。開発者の井上智恵は東京藝術大

学声楽科卒業後、劇団四季で 21 年間数々の作品の主役を演じてきたトップ俳優です。井上自身、

音楽やミュージカルの素晴らしさをもっと広く世の中に伝え、社会に貢献できる活動がしたいと

いうことで劇団四季を退団し入社しました。

　　 　井上が作る「エンタメプログラム」は、デイサービスの始まりに20分行う「オープニングエンタメ」

と終わりの 20 分行う「フィナーレエンタメ」という２部構成になっています。「オープニングエ

ンタメ」では感情表現力を活性化しながら心身ともにウォーミングアップしていきます。感情表

現には「感情」「発声」「身振り」という要素が大切になります。まずは発声のエネルギーとなる「呼

吸法」や「舌の体操」からプログラムは始まり、表情筋を最大限に活動させるため、劇団四季の

訓練法「母音法」を高齢者向けにアレンジし、その後はリズムに乗りながら身振りを加えながら

発声、表情、やる気を向上させていく「ワハハ体操」、最後はオリジナルトレーニングメソッドを

楽しい音楽体操にした「Y’s 体操」で締めくくります。「フィナーレエンタメ」では月ごとに変わ

る音楽プログラムを全員で行います。素晴らしい日本歌曲を題材に、歌は専門的な訓練法で練習

し、ハンドベル演奏も段階的に練習していきます。その中では、個人の役割とグループでのコミュ

ニケーション能力も必要とされ、自己存在から自己責任、ソーシャルコミュニケーションまで包

含するプログラムになっています。また、歌と楽器を同時に行うデュアルタスク、されには足踏

みもプラスしながら行っていくので、脳活性効果も非常に高い楽しい音楽プログラムにもなって

います。エンタメプログラム以外にも、脳活性効果を高める回想法として、施設内テレビ映像は

ご利用者様の青春時代の音楽や映画などを常に流しています。送迎車内では、到着直後のバイタ

ルチェック時の安定を考え、クラシック音楽をセレクトしています。それと何といっても皆さん

に喜んで頂いている取組みとして、井上智恵が出演するコンサートに送迎車で観に行くツアーを

年間数回行っています。「数年前まではよくコンサートやミュージカルを観に行ったけど、行き帰

りに自信がないから諦めていたわ」「私たちの井上先生が出るなら応援に行きたい」などいろいろ

な思いはあるようですが、公演終了直後に井上智恵がご挨拶と記念写真の場を設け、皆さん涙を

流し喜ばれます。このようなコンサートやミュージカル鑑賞というのは、介護度に関わらず私た

ちが送迎や手洗いなどのお手伝いをすればまだまだ楽しんで頂ける、心の中での生き甲斐にもし

て頂けるのだなと毎回感じます。
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３　考察

　　プログラムは確立し、効果も現れてくるようになりました。「最適運動」では、初めは車椅子でい

らしていた要介護４のご利用者様も、２年足らずで介護保険の必要がなくなり、通常のフィットネス

会員となりました。昔から大好きだったバトミントンの大会に参加できるようになった方もいます。「エ

ンタメプログラム」も「なんて元気」を通り越し、「活気ありすぎ」「声がデカすぎ」とビックリされ

る利用者様たちです。

　　利用者一人ひとりに合ったプログラム、体だけでなく心も元気にするプログラム、この２つを融

合させた私たちの新しい取組みは、高齢者の方たちの自立的な生活を支えます。またご利用者様たち

の笑顔が増えることは、福祉に携わる人間たちにとっても高いモチベーションを維持する材料になる

ということを実感しています。

　このプログラムを私たちは横浜市青葉区あざみ野からもっと広げていきたい・・・。自社テナント

である世田谷区芦花公園の店舗、青森県青森市のフランチャイズ店舗では、トレーナーたちがあざみ

野と同様に月曜日から土曜日まで実施しています。研修プログラムも確立することができたため、６

月には群馬県の介護福祉施設、７月には同じく群馬県のメンタルホスピタルでも導入して頂きました。

今後もさらに良いプログラムを作りつつ、広めていける教育活動も頑張っていこうと思っています。

４　おわりに

　日本が「世界一の超高齢化社会」という現実は、介護福祉に携わる方たちだけの問題ではありません。

スポーツ庁も施策の柱の一つとして、「国民の健康問題に取り組む」ということを掲げています。高齢

者の健康寿命の延伸や地域包括ケアシステムの構築も大切な国民の健康問題の一つです。

　その問題に対し、スポーツ界やミュージカル界の人間もそれぞれの立場で長所を活かし、出来るこ

とを考え、新しいプログラムを開発し、貢献することをしていかなければいけません。大切な私たち

の故郷である日本、その現在と近未来に向き合わなければいけない現実的な社会問題。その解決には、

色々な立場で色々なアイデアやアプローチがあって良いと思います。私たちもスポーツ、ミュージカ

ルで培った経験や気持ちを持って出来ることをこれからも模索していきます。

　『福祉の世界に「運動指導のプロ」「エンタメ（心の笑顔）のプロ」を融合させる斬新的な取組みで、

心も体も元気いっぱいな世の中を創っていきたい』。そんな思いを持ちながら心も体も元気いっぱいの

ご利用者様たちと楽しい日々を過ごしていきます。ありがとうございました。
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地域の中にある開かれたサ高住をめざして

　〜地域の一員として私たちが一緒にできることを見つける取り組み〜

〜健康寿命を延ばし、いつまでも自分らしく生きる・夢をかなえるケアの実現〜

１　はじめに

　ツクイでは、在宅介護サービスの集大成として 2015 年新規事業としてサービス付き高齢者向け住宅

（以下サ高住）の運営・サービス提供を始めました。

　サ高住は住まいです。サ高住に住むことは、地域の一員になります。サービス付き高齢者向け住宅「グ

レイプスフェリシティ戸塚」のある「戸塚」は都市として発展しながら、いまも自然に寄り添い、心

地よい風情を受け継いできた街です。ここにずっと住み続けてきた方もいれば、最近、移り住んだ方

もいます。開設から２年が経過し、高齢者の暮らしと未来を想い、介護の壁に仕切られることなく自

立から要介護５までの方が自由に自分らしく生きがいや役割をもって地域の一員として私たちが一緒

にできることを見つける取り組みの事例をご紹介いたします。

２　事例や取組の紹介

＜戸塚地域 11 町内との連携＞

　戸塚の東地区には 11 という多くの町内があります。地域への取り組みはサ高住の大きな挑戦となり

ます。最初の住民説明会で、住民の方々から「私たちにできることはありますか？」と声が上がりま

した。私たちは今まで福祉のイベントなどで地域の方をご招待することが多かったのですが、自分た

ちが地域に貢献したいという考えではなく、地域の一員として地域に入っていくことを見つけること

から始めました。月１回の町内会のミーティングへの参加、地域イベント（運動会、盆踊り、夏祭り

など）に積極的に参加することで、様々な方との交流を通じて面識ができました。地域の方がボランティ

アでイベントに来てくれるようになり、中学校の校長先生より職場体験の受け入れのご相談などもあ

り、地域の方と触れ合う中で自然な関係性や相談が生まれています。

町内会に参加（毎月） 地域の運動会の手伝い 地域イベント（盆踊り）サマーフェスティバル協賛

横浜市戸塚区

ツクイ・サンフォレスト横浜戸塚東

ホーム長　森田恭子
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＜多世代交流＞

　当ホームには、地域のコミュニティスペースとして多目的に活用できるよう１フロアでも、仕切っ

て使うこともできるフェリシティホールがあります。地域のパン屋さんによる料理教室や移動販売を

はじめ、近隣にある明治学院大学からは落研、音楽サークルによるイベント開催や夏休みには、近所

にある空手クラブのキッズの演武披露などもあり、小さな子どもたちと接する機会があまりなく最初

は戸惑っておられた方も最後には今まで見たことのないようなこぼれそうな笑顔をされます。また、

舞岡地域ケアプラザのボランティアの方による健康体操は開所から毎月続いており、地域の同年代の

方とのふれあいを楽しみにされている方も多くいらっしゃいます。各イベントの参加はいずれも自由

です。掲示板でご案内、声かけはさせていただいておりますが本人の意思で決定いただいております。

  

地域のパン屋さん料理教室 明治学院大学サークル 空手キッズ演武披露 地域ケアプラザ健康体操

   

＜住宅内での活躍の場＞

　地域の方による各種のイベント開催のほかに、ご入居のお客様が今までに蓄えた知識や特技を活か

した活動やいきいき暮らす仲間づくりも支援しています。毎月１回開かれている「句会」は、俳句の

会です。事前に考えてきた句を発表した後、みなさんで講評し、季節にちなんだ素晴らしい句がうま

れます。また、陶芸家のご夫妻は、作品をお披露目するギャラリーとしてフェリシティホールを使われ、

地域の方々が観に来られました。いずれも私たちは開催の告知、会場の貸し出しのみお手伝いし、あ

とはお客様が自主的に進められています。日々、気の合う仲間との文化交流やワイン会など、サーク

ル活動が盛んに行われ、お客様が主体となって自分らしく、自由な暮らしを楽しまれています。

   

句会 陶芸作品展ギャラリー ワイン会
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＜フェリシティファーム＞

　グレイプスフェリシティ戸塚前のスペースを利用し、入居のお客様と地域のみなさまと一緒に野菜

を育てながら交流を深めることのできる菜園を増設しました。短期講座や収穫祭などのイベントを開

催し、青い空と太陽の下で自然と触れ合いながら、地域の方々と共にものをつくりあげ、ともに達成

感を分かち合うスペースとして活用しています。

＜防災への取り組み＞

　地域連携として、防災は欠かせないものです。11 町内すべてがトランシーバーを持ち、連携するこ

とで大切な人、大切なものを地域で一緒に守る体制ができています。

 

フェリシティファーム 防災への取り組み

３　考察

　開設から２年が経過し、地域の様々な世代の方との交流が進むにつれ、地域の皆さんが自然と集まっ

ていただける場所となり、新たな出会いや歓び、ふれあいがこの場所で育まれ、ご近所の方、お客様・

ご家族、職員のひとつのコミュニティが出来上がってきました。ご入居のお客様が町内の一員として、

高齢者住宅に住んでいるからといって孤立しないごくごく自然に地域の一員として過ごしていただく

環境を作ることが私たちの役割だと考えています。また、共に過ごす長い時間の中で、お一人おひと

りの「いつまでも自分らしく生きる」暮らしを一緒に考え、支援していきたいと思います。

４　おわりに

　サービス付き高齢者向け住宅「グレイプスフェリシティ戸塚」は、空気の色や風の色のように自然

と地域に溶け込み、子どもたちなど多世代を通じて、困ったとき・寂しいとき、楽しいときを一緒に

過ごし、会話と笑顔が飛び交う井戸端でありたいと思います。この先、10 年・20 年ではなく 100 年先

までこの地に根差せるよう地域の大切な人たちとともに守りながら、愛し愛された存在になることが

真の地域貢献です。これからもご入居のお客様、地域の方々、職員・ツクイに関わるすべての方が笑

顔であり続けることへの挑戦こそがサ高住のチャレンジスピリットです。
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応募事業所事例集

　　（１）株式会社カワサキスポーツサービス　水中運動特化型施設　Do　KAWASAKI

　　（２）社会福祉法人かしの木会　くず葉学園

　　（３）株式会社さくらコミュニケーションサービス　ワーキングデイわかば

　　（４）株式会社日本アメニティライフ協会　花織さがみ御園

　　（５）株式会社ナチュラルライフサポート　レインツリー

　　（６）株式会社ニチイケアパレス　ニチイホーム青葉台

　　（７）株式会社アイシマ　小規模多機能型居宅介護事業所オリーブ

　　（８）株式会社学研ココファン　ココファン岸谷公園

　　（９）宗教法人善了寺

　　（10）株式会社 Cream Soda　放課後等デイサービス　クリームソーダ

　　（11）社会福祉法人　富士白苑　介護老人福祉施設　平塚富士白苑

　　（12）社会福祉法人　富士白苑　平塚富士白苑　デイサービス

　　（13）日総ニフティ株式会社　コミュニティハウス　すいとぴー新横浜

　　（14）株式会社ニチイケアパレス　ニチイホーム仲町台Ⅱ番館

　　（15）株式会社ツクイ　ツクイ横浜中田

　　（16）株式会社ツクイ　ツクイ・サンフォレスト辻堂西海岸

　　（17）株式会社ツクイ　ツクイ川崎千代ヶ丘

　　（18）株式会社ツクイ　横浜西部エリア





〜地域と連携した高齢者・介護者向け水中運動施設を目指して〜

川崎市

水中運動特化型施設　Do KAWASAKI

施設長　佐藤　嶺太郎

１　はじめに

　弊社は、1974 年２月に川崎市高津区でスイミングクラブを開設し、オリンピック選手輩出を目的に、

競泳・水球のジュニア層に指導をしてまいりました。

　その後、30 年程前から、地域の中高年のニーズに対応するために、変形性膝関節痛や腰痛の予防・

改善の為、大学の研究機関・水中運動専門の医学博士等と連携を図り、最新のエビデンスに従い水中

運動プログラムを提供しています。

　また、15 年ほど前から、脳疾患系の病で片麻痺になられた方やパーキンソン病等の方々に対して、

水の持つ特性を活かし、介護度を進行させないプログラムを提供し続けてまいりました。

　しかし、43 年前の施設なので、増築やリフォームをいくら繰り返しても、この施設では筋肉量が低

下している高齢者・要介護者には最適な施設環境とは言えません。そこで、運動量が少なくても寒く

ない 34℃前後の水温設定（通常のプールは 29℃〜 30℃に設定）、水深を症状や身長に合わせることの

できる可動床プール（水深０〜 105cm 設定可能）、館内オールバリヤフリー機能を備えた施設を昨年の

11 月宮前区犬蔵に、通所介護施設の指定を受け『水中運動特化型施設 Do KAWASAKI』として、より多

様な利用者・社会のニーズに応えるために開設いたしました。

可動床プール

２　事例や取組の紹介

事例①　水中運動について

　日本の 60 歳以上の女性の 50％以上が患う変形性膝関節症は国民病と言っても過言ではありません。

この主な原因は筋力低下に起因するところが多く、痛むから動かさない、動かさないからより筋力が

低下し、さらに痛みが増す、負のスパイラル（悪循環）に陥ってしまいます。そして最終的に、車椅

子予備群・要介護予備群を増加させる結果になってしまいます。
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　このため弊社では、こうした方々に対して東京大学・早稲田大学名誉教授で前国立鹿屋体育大学前

学長の福永哲夫氏と連携を図り、先生が高齢者の寝たきり防止策として提唱されている『貯筋運動』

を実践する場として教室を開催してまいりました。現在この活動が広がり、町会・団地の自治会・市

立スポーツセンター・総合型地域スポーツクラブ協力の元、自宅から歩いて通える距離の会場を確保し、

健康運動指導士で貯筋運動の有資格者を派遣し、11 会場で年間延べ 3,500 名以上の方々が教室に参加

するようになっています。しかし、この中に変形性膝関節痛の症状が進行している方々がおり、そう

した方々には、陸上よりも痛みが軽減でき可動域が拡大し筋力 UP につながる水中運動を奨励していま

す。その結果、多くの方が、痛みから解放されており、また、近い将来膝関節置換手術を行ったとしても、

筋力をつけてからの手術とそうでない手術とでは、前者の方が術後の回復期間が短く社会復帰が早く

なることが見込まれ、これにより要介護予備群の減少につながるものと考えております。

水中運動の様子

事例②　水中運動の効果について

　日本では数少ない水中運動専門の医学博士、国士舘大学体育学部教授・須藤明治氏と連携を図り、

脳疾患系の病に罹患された片麻痺の方に対してフローターという浮き具を用いて全身を浮かせ、重力

から解放させ、麻痺側の自由に動かせない筋肉を他動的・自動的に動かし、脳を刺激し新たな神経伝

達回路の構築を図るトレーニングを行なっています。その結果、今までできなかった動作ができるよ

うになる事例が出ています。ゴルドーマ（脊索腫）で５回の脳外科手術を受け腫瘍を取り除いたが、

左半身麻痺に陥り利用当初は、装具をつけていても左に体重をかけると崩れ倒れてしまっていた 68 歳

の男性（要介護２）が、トレーニング開始３か月後は椅子から立ち上がることが出来るようになり、

自宅のベッドで寝返りも打てるようになっています。

　15 メートルのプールで手すりに捕まりながら 46 歩だった歩数が、現在では手すりに捕まらず 28 歩

になり、バランス力・筋力は格段の回復を続けており、100 歩程度であれば陸上にて自歩できるように

なっています。

　また、車椅子生活を余儀なくされている片麻痺の 78 歳女性（要介護４）が、車椅子から立ち上がる

ことが出来るようになり、現在では両足重心ではなく、杖をついても自歩して頂くために麻痺側に体

重をかけるトレーニングを実施しています。

　さらに、脊髄小脳変性症の方やパーキンソン病の方に対して、水の利点を使い可動域を拡大させ、

筋力やバランス能力を向上させるトレーニングを個々の体力に応じて行っています。
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フローター利用の様子

３　考察

　定期的にスイミングクラブやスポーツクラブに通い、健康・体力づくりのために水中運動を行って

いる高齢者は、超高齢化社会を迎え増加傾向にあります。利用されている方の多くは健常者が大多数

を占め、その方々に対してのプログラムは、多くの施設で提供されています。

　しかし、脳疾患系・膝や腰、または様々な筋力低下（フレイル）に起因する病気を発病した低体力

の高齢者・要介護者の方々に対して、整った環境（水温・指導者・バリアフリー等）で水中運動プロ

グラムを提供している施設は数が少なく限られています。

　こうした要介護予備軍・要介護者の方々に対して、須藤明治氏は、これまでの研究で『水中運動は

浮力により陸上よりも痛みを伴わず、筋緊張を取り除き関節可動域が拡大でき、水の抵抗で筋力も増し、

多くのインナーマッスルを動かすことでバランス力の向上を図ることができる。また、認知症に対して、

水の中に入っているだけで体幹への血流が増す。そして、陸上では継続出来ない運動を水中運動によ

り継続させることで多くの脳 - 神経細胞を刺激し、それらの活性化が図られ認知症の予防に期待でき

る。』と提唱しています。

　低体力の高齢者・要介護者は、運動の必要性・継続性は理解していても、運動を始めても痛みや辛

さから挫折してしまうケースが多くみられます。水中運動は、こうした方々にとって適した運動だと

考えられます。

　ADL（Activities of daily living　日常生活動作）を向上させ、車椅子から立ち上がり、杖を突い

て歩き、自歩が可能になり、終焉の前日までトイレ介助を受けない日常生活が過ごせる事は人間の尊

厳だということは周知の事実です。そのために、須藤教授をはじめ様々な大学や研究機関と連携を図り、

今後もさらにより良いプログラムを作り出し、その対象者に積極的に提供したいと考えています。

４　終わりに

　現在国内において水中運動の指導者の多くは、スイミングクラブやスポーツクラブの指導者が大多

数を占めています。しかし、スイミングクラブ・スポーツクラブの指導者は文部科学省の外郭団体の

資格であり、通所介護施設の機能訓練指導員は厚生労働省の資格です。

　現実の問題として、看護士・理学療法士・柔道整復師等で、豊富な経験を持つ水中運動指導者は、

皆無と言っても過言ではありません。こうした現状下で、文科省・厚労省の垣根を取り払い、大学の

研究機関や医学博士等と共に最新のエビデンスを構築し、高齢の低体力者や要介護者に対して水中運

動プログラムを指導できる指導者は限られています。

　高齢者が活気にあふれ活躍できる地域社会を作り出すために実践的な運動指導者の養成と整った環

境の施設を数多く展開することは、超高齢化社会を迎える日本にとって限りない可能性を見出すもの

と現場の指導者として確信しています。
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〜ご家族との別れに寄り添う支援〜

・・入所施設における取組から・・

秦野市

社会福祉法人かしの木会　くず葉学園

支援員　大久保華奈子

１　はじめに

　秦野市にある知的障がい者の方の入所施設「くず葉学園」は創設 33 年を迎えます。利用者の方の高

齢化と共にそのご家族の高齢化も進んでいるため「別れ」を迎える機会が多くなってきています。入

所施設ではありますが「我が子が迷うことなく安心して暮らせるように」との親御さんの強い想いで

つくられた施設の背景に、我が子に別れをどう伝えるか、別れを理解できるのか、葛藤する家族の意

向とそれに伴う本人の変化、そして、支援者として悲しみを共感しながら寄り添う支援とは何か？こ

れまでの事例を通した報告をさせて頂きます。

２　事例１

　「お父様が亡くなったことを本人には伝えないで欲しい、母の意向」

　Ｓさん男性 59 歳、重度知的障害、支援区分６、父母ともに保護者会などに積極的に参加され、月に

１回必ずＳさんに会いに来ていたが、お父様が病気で亡くなられてからはお母様の来園機会も減り、

代わりに弟さんがＳさんに会いに来るようになる。

　お母様はＳさんに伝えるとショックを受けてしまうので絶対に亡くなったことを伝えないで欲しい

との意向が強かった。しかし、Ｓさんは代わりに来園する弟さんに対して「パパ？パパ？」と問いか

けが多く、不安気なＳさんの姿に戸惑いを見せていました。親の意向と兄弟としての葛藤が弟さんに

はありました。Ｓさんは普段の施設内でも支援員に対して「パパ？ママ？」という発言が多くなり支

援員はどうすることもできずに話を逸らすことしかできませんでした。

　重度の知的障害のあるＳさんですが、お父様が亡くなられてから明らかに何かを感じているという

様子が伺えました。そんなＳさんを見て弟さんが「やはりしっかりと本人に伝えた方が良い」という

想いが強くなり、お母様を説得され、３ヵ月くらい経っていましたが、お父様の死を弟さんがＳさん

に伝えました。

　伝えた当初、さびしげな表情で窓の外を眺めているＳさんの姿に支援員としてそっと寄り添うこと

しかできませんでした。「パパ？」という問いかけはいつの間にか「ないない」という発言に代わりＳ

さんなりにお父様の別れを受け入れたように思います。１年経過した頃からは表情も明るくなり好き

なＤＶＤを観たり、笑顔が多くなり、「ないない」という発言もなくなり以前のＳさんに戻っていました。

事例２

　「いずれ来るお母様とのお別れの準備をしっかりとして欲しい、母の意向」

　Ⅰさん女性 68 歳、軽度知的障害、統合失調症、支援区分３、お母様はご自分が高齢なために何れ来
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る娘との別れに備え、娘にしっかりと心の準備をして欲しいと意向がありました。それはＩさんが 30

代のころにお父様がお亡くなりになった時に、ショックが大きく統合失調症を発症して精神科に通院

することになった過去の苦い経験から、お母様自身がご自分の時には、娘にあの嫌な思いはさせたく

ないとの想いが強かったからです。

　お母様が入院されてからは２人のお姉様が代わってⅠさんに会いに来てくれました。お母様の体調

を心配するⅠさんと一緒に病院へ面会に行ってくださりⅠさんをフォローしてくれました。また、突然、

Ⅰさんがお母さんを心配して「お母さん」と叫んで泣いてしまうことが施設内でもしばしば見られる

ようになり、支援員がカウンセリングという形で寄り添いⅠさんの心のケアに努めたりしました。

　その準備期間の甲斐あってお母様の意向通り、Ⅰさんが悲しみに耐え、母の死を受け入れて葬儀全

てに参列できたことはⅠさんにとって大きな経験になったと思います。支援員もその過程の中でⅠさ

んと一緒に悲しみを共有できたことは本当の意味での寄り添う支援が少しはできたと思います。亡く

なられてから半年、１年と経過する中でⅠさんが「淋しい」と泣くこともありますが、「私には姉が２

人いる、大丈夫」と自ら切り替える強さも現在では伺えています。

３　考察

　ご家族のご意向の違いによって、その後の支援にどのような違いがあったのか、またどのような過

程を経て、ご家族との別れに向き合ってきたのか、この事例を通して振り返ってみました。障がい者

を抱えた家族のこれまでの歩みはもちろんそれぞれに違います。「最後くらいはお別れに立ち会わせて

欲しい」「理解はできなし、迷惑がかかるから会わなくていい」残されたご家族の意向は様々です。別

れの仕方はご家族のご意向に沿うというとても難しい部分があるからこそ、今後増えていく「別れ」

において、利用者ご本人の意向はどうなのか、どのように向き合っていけるのか、ご本人の気持ちの

変化を汲み取り、悲しみを共有、共感し、時間をかけて安心していただけるよう、寄り添う支援がで

きればと改めて思います。

４　おわりに

　入所施設であるため共に長く暮らした仲間との別れもここ数年で多くなってきています。仲間との

別れを悲しむ利用者の方はもちろんいます。時間を経て悲しい気持ちを表する方もいます。人には「別

れ」があるということの心の準備を利用者の方には伝えていきたいと思います。
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〜地域貢献を行うデイサービス「ワーキイングデイわかば」の取り組み〜

鎌倉市

地域密着型通所介護ワーキイングデイわかば

管理者　稲田秀樹

１　はじめに

　昭和 40 年代に宅地開発が行なわれた鎌倉市今泉台地域の平成 29 年３月時点での高齢化率は 46％で

ある。高齢者の多くが後期高齢者となっている。しかし地域に子供がいないわけではなく、2015 年の

人口構成をみると 70 歳代の次に 40 歳代の住民が多いことがわかった。

　平成 22 年 12 月、この地域で支えあい活動を実践している住

民の方の紹介で今泉台４丁目にある北鎌倉台商店街の空き店舗

を初めて見学に訪れたのをきっかけに、認知症デイサービス

「ケアサロンさくら」を開設した。（「ケアサロンさくら」は平

成 24 年２月に認知症対応型デイサービスとして鎌倉市の指定

を受けた。）開設前は、地域住民の方々にも開設準備会議への

参加をお願いした。その後、住民の方から資金面以外の協力を

頂いた。家庭で使わなくなった食器や衣類、古い家具なども頂

いた。それらはありがたい応援のメッセージだった。

　ある日、「ケアサロンさくら」の隣の店主が突然病に倒れ、

店を廃業することになった。借り手がみつからないまま１年以

上が過ぎた。空き店舗の大家さんから「さくら」さんで使って

ほしいという話しを頂き、新規事業の展開について検討を始め

た。温めていたアイデアを知人のケアマネジャーに相談した。

新しい事業は若年性認知症の人などのニーズにも答えながら、

地域課題の解決の一助にもなるものだった。１ヶ月でワーキン

グデイサービスの事業計画案を組み上げた。「ケアサロンさく

ら」の開設から５年が過ぎていた。

２　取り組みの紹介

　①　ワーキングデイサービス開設の経緯

　　 　若年性認知症の人や前期高齢者の認知症の人の中には、役割が欲しい、社会に参加したい、社

会の役に立ちたい、といったニーズがあると常々感じていた。高齢化の進んだ住宅地の課題に視

点を当てることで、それらを認知症の人たちとともに解決していくことが可能だと考えた。町内

会役員に相談したところ、デイサービスに通っている人がボランテイィアで公園の清掃を行なう

なら大歓迎だという返事を頂いた。それが地域貢献を行なうデイサービス「ワーキングデイわかば」

75 歳

４０歳

男性 女性

今泉台の人口構成　鎌倉市長寿社会
のまちづくり資料より

吉ガ沢公園から見下ろす北鎌倉台商
店街
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を開設する契機となった。

　②　近隣の公園をモニタリング

　　 　開設に当たっては、町内の公園に出向いて下見を行なっ

た。草が茂り、滑り台も砂場も汚れている公園もあった。

ブランコの鎖の部分が錆び付いているのは子どもが遊ん

でいない証拠だった。またかつて花壇だった所も草が茂っ

ているばかりだった。町内会の関係者の話では、夏場に

水をあげられないので花を植えても枯らしてしまうのだ

そうだ。こうした地域の課題に、デイサービスのメンバー

とともに向き合い、一緒に遊具を磨き、草を刈りながら

再び子どもたちで賑わう公園にしたいと思った。

　③　吉ヶ沢公園の清掃活動

　　 　平成 28 年９月１日に「ワーキングデイわかば」を開設

した。定員は９名、サービス提供時間を 10:30 〜 15:35

とした。午前と午後、それぞれ違うフィールドに行き、

機能訓練を目的に屋外活動を行なうこととした。最初に

行なったのは、デイサービスのある商店街から歩いてす

ぐのところにある吉ガ沢公園だった。開設初日から、公

園の入り口にある 10 段の階段を上って清掃に出かけた。

階段には手すりがあり、毎日の昇り降りで身体機能の維

持向上の効果も期待された。

　　 　デイサービス開始後は毎日清掃に作業に出ていた。そ

の後町内会長から公園がみるみるきれいになってくと言

われ、開設２ヵ月後には、町内会主催のまちづくり懇談

会で「ワーキングデイわかば」の取り組みについて説明

する機会を頂いた。その席で、遊具の清掃や草刈、落ち

葉掃きに加えて、花壇の整備を提案したところ、後日あ

らためて町内会から「花壇を整備してほしい、花苗は町

内会が用意する」という話を頂いた。

　④　住民と協働して行った公園の花壇整備活動

　　 　花壇の整備計画を作るために、ワーキングデイわかば

のメンバーで話し合う場を設けた。その席で、「小さい子

どもや親子連れが集まるような公園にしたい」「子どもた

ちのために花壇の中に通路を作ろう」という意見が出さ

れた。メンバーの意見を会議録にまとめ、町内会に提出

し花壇整備に着手した。土を掘り返して雑草や木の根を

取り除いた。この作業は思った以上に手がかかった。花

壇に根を張ったローズマリーの大きな株を掘り起こすの

は大変で、近隣の私立高校のボランティア部の生徒に応

援を頼んだ。土を耕し、肥料を入れ終えると、花植えは

地域の住民と子ども会、町内会、ワーキングデイわかば

のメンバーとスタッフとが共同して行った。花壇が完成

ワーキングデイメンバーによる花壇
整備計画の打合せメモ

応援に駆けつけた鎌倉学園インター
アクト部の生徒たち

33



すると、きれいになった公園を訪ねてくる親子の姿が目

立つようになった。

　⑤　近隣の高齢者宅の草刈剪定の活動

　　 　花壇整備の評判もあり、地域の高齢者宅などから、雑

草の茂ってしまった庭の草刈の依頼を頂くようになった。

地域の高齢者宅も活動場所となり、草刈や剪定に必要な

道具もそろえた。きれいにした代わりに謝礼をいただく

こともある。いただいた謝礼はメンバーの承諾を得たう

えで「わかば基金」として保管し、熊手や作業用グロー

ブなどの用具の購入に当てている。

３　考察

　ワーキングデイに来ていることを意義深く感じているメン

バーが多い。地域の役に立てることは嬉しいものだ。「さあ、

ワーキングに行くぞ！」と、メンバーからそんな声も聞かれる。

また地域の住民からは、「あそこに介護施設が出来てよかった」

といった声も聞かれるようになった。求人のポスターをガラ

スに貼っておくと、それを見て地域住民が応募に来るように

なった。

　要支援や要介護になっても、認知症になっても障害があっ

ても、「活動」と「参加」の機会があることで、役割を持ち、

いきいきと自分らしく、やりがいを持って過ごすことができ

る。そうすることで、認知症の進行を防止し、また要介護状

態の改善を図ることもできる。実際に、ワーキングデイ利用

後に腰痛が軽減したり、脚力が向上したり、認知症が進行していない事例もある。

地域のニーズと介護のニーズがリンクすることで、目に見える効果が表れている。

４　おわりに

　平成 29 年８月、地域住民とともに「今泉台フェスタ 2017 夏祭り」というイベントを立ち上げ実行

委員を務めた。ワーキングデイわかばを「射的場」として提供した。子供や親たちが商店街に集まっ

た。今、介護サービスを展開しながら、若年世代も視野に入れた地域づくりを住民とともに進めている。

これからも私たちは地域に根差し、地域と共に在るだろう。
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〜御
み そ の

園バラ色化プロジェクト〜

相模原市

株式会社日本アメニティライフ協会　花織さがみ御園

施設長　米島　庸子

１　はじめに

　「コキアのバラ色の紅葉が見たい！」という思いから始まりました。利用者様と共に、ひたち海浜公

園に行きたいとの思い。遠すぎるので、とりあえず施設の花壇にコキアを植えることにしました。平

成 28 年８月１日にオープンし、花壇に花を植え、地域の方々と楽しんでいました。平成 28 年９月か

ら緑色のコキアの苗を植え、行きかう人も利用者様も、スタッフもバラ色の変化を楽しみ、10 月中旬に、

ささやかな 20 本ほどの小さな紅葉、バラ色の紅葉に魅せられました。20 本だけでも、地域の方々、利

用者様、スタッフは、ふわふわモコモコのコキアに魅了されました。

　平成29年５月から、地域の農家の方からアドバイスを受け、皆さんと、去年とれた種をまき、水をまき、

丹精込めて育て、施設周辺がコキアの苗で高原の様になりました。行きかう人も利用者様も、スタッ

フもコキアに魅力を感じ、移動できるよう植木鉢にコキアの苗も育てました。50 鉢の苗を育て、御園

地域をバラ色にしたいと、皆で考えました。コキアを通して地域づくりに利用者様と共に貢献できれば、

高齢でも地域の役に立つことができるとの思いが、生きがいに繋り、来年もまた、翌年もと続けてい

きたいと夢をふくらませています。

２　事例や取り組みの紹介

　「ここは、レストランですか？」「コーヒー飲めますか？」と、尋ねられる施設です。おしゃれなカフェ、

レストランを思わせる建物の外観からは、小規模多機能型居宅介護の施設とわかって頂けてない現状

がありました。この御園地区では、はじめての小規模多機能型居宅介護の施設になり、いつまでも住

み慣れた家で暮らせるお手伝いが出来る事をなんとかしてお伝えしたいと、考えていました。

　今年、４月から相模原市の「ふらっと相模台」に協力し、地域のお茶飲みスペースとして、施設を

開放し、少しでも施設を理解していただき、支援が必要な方々に必要な支援を届けたいと、始まりま
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した。「ふらっと相模台」の協力施設同士のつながりも強く、お互いの助け合いでイベント協力も強く

出来ています。情報共有のお陰でボランティアの紹介もあり、育成サポーターの協力も得られました。

コキアの植木鉢の里親制度を作り、植木鉢を預かって頂き、緑色からバラ色へ変わる風景を、地域全

体で見守りしていく「御園バラ色化プロジェクト」を始めました。

　コキアの里親募集を行い、御園地区一帯がコキアの緑からバラ色への紅葉を町全体で楽しめるよう、

地域のボランティア団体に育成サポーターをお願いし、同時に高齢世帯の安否確認にも活用させて頂

きました。高齢の方でも参加しやすく、水や肥料の支援をする育成サポーターが定期的に里親の所を

訪れ、コキアが紅葉するまで育成のお手伝いをします。利用者様は、よく日が当たると丸く大きく育っ

ていくとおっしゃり、植木鉢の向きを見てくださり、スタッフと共に植木鉢の向きを変えてくれます。

特に、お気に入りの鉢に「うるわし　美子」「緑子」「さくらこ」と名前を考え、愛着を持って、鉢，

一つ一つに声をかけて大切に育てています。コキアの別名は、「ほうき草」と呼ばれ、利用者様と枯れ

た枝をほうきに仕立て皆さんに使って頂くことも準備しています。ただ、枯れるのでなく、人の役に

立つところが高齢の利用者様を元気にします。今年の秋は、早く、コキアの紅葉は始まっています

３　考察

　利用者様は、「健康まつり」「ふらっと相模台」等を通して、地域づくりの担い手になっています。

利用者様にとって、お客様でなく自身がボランティア協力出来る機会があり、日常生活のリハビリに

繋がっています。「御園バラ色化プロジェクト」のような、花織さがみ御園のイベントを継続的に手伝っ

て頂くことで、介護度も軽くなっています。地域づくりに参加、行動することで、日常生活のリハビ

リになり、介護度も軽くなっていることが地域全体、町ぐるみで認知症サポートが成り得ると確信い

たします。特に、要介護４→要介護２　１名、要介護３→要支援２　２名と中・重度の方の改善が目

立ちます。
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４　おわりに

　ささやかな夢が、多くの方の協力で実現いたしました。来年も、もっと広く地域でバラ色化プロジェ

クトに取り組み、さらに地域の力という埋蔵エネルギーを大きな力に変え、利用者様をはじめ、地域

の方々と共に「御園バラ色化プロジェクト」を進めていきたいと考えています。多くの方々へ感謝を

伝えたく、御礼申し上げます。本当にありがとうございました。
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〜ガーデニングで就労支援〜

相模原市（伊勢原市）

就労継続支援B型事業所　レインツリー

所長　古里　靖

１　はじめに

　事業所名「レインツリー」の由来について、世界中のあらゆる土地に“雨の木”と呼ばれる木が存

在しており、人々の憩う場として知られている。設立者自身が元プロの庭師で、植物のある環境が人

に与える様々な影響を体感してきた。その効果としてもたらされる癒しが、障がいのある方の働く活

力となっていくことを知り、現在の事業所設立に至った。

　事業の概要としては、就労継続支援 B型事業として、主に一般住宅の緑地管理（ガーデニング）を行う。

毎月定期的に訪問し、庭木の剪定や除草、芝刈り等を行い、一年を通して美観を維持するサービスを

工賃収入の柱としている。また、剪定した枝はリサイクル加工を施し、インテリア雑貨の原料として

使用する。ガーデニング作業やクラフト制作を通じて、植物や土に触れ、それらの園芸療法的効果によっ

て働く意欲と体力の向上のためのサポートを行っている。

２　事例や取組の紹介

　一般家庭の庭や集合住宅の緑地の管理を、年間契約によって毎月一回訪問する。季節ごとに必要な

作業を行い、一年中庭を綺麗に保つサービスは他に例がなく、日ごろの手入れを負担に感じている共

働き夫婦や単身の高齢者などに利用していただいている。基本料金は１回１時間 4500 円で、年 12 回

の年間契約が標準である。年間契約のため仕事が途切れることがなく、安定した収益によって月４万

円近い工賃を稼ぐ利用者もいる。庭木の剪定など専門的知識や高い技術が必要とされる作業について

は、職業指導員であるスタッフが担当し、利用者は剪定した枝の回収や除草・芝刈りといった軽作業

を中心に、それぞれの特性に見合った作業を担当する。
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　悪天候で作業ができない場合やガーデニング作業に参加できない方には屋内作業として、剪定枝を

リサイクル加工した、インテリアクラフト雑貨の制作を行い販売している。

　商品のオリジナリティとクオリティが評価され、都内のインテリアショップに委託販売するほか、

様々なイベントなどに参加して工賃収益の販路を広げつつある。それら一連の作業が、園芸療法とし

て利用者にとってどのような影響を与えるか支援を通じながら観察し、利用者の働く力・生きる力の

向上につなげるための取り組みを行っている。

　以下に過去の事例を紹介する。

 （ 事例Ⅰ）　統合失調症で 20 代半ばの男性利用者 F さんは、病院のデイケアの事業所見学がきっかけ

で利用を開始した。人に注目されるのが苦手で、発語は問いかけに対して返事をする程度。開始当

初は不眠の訴えが多く、週３日半日のみの利用であった。スポーツなど体を動かすことが好きで、

椅子に座っての屋内作業は苦手意識が強く、一日の大半の時間をガーデニングに参加してもらうこ

とにした。最初は除草や掃除といった比較的簡単な作業を担当してもらったが、上達が早かったので、

次第に芝刈機の操作や刈込ハサミを使った木の剪定にもチャレンジした。

　 　利用開始して一年を経過した頃には不眠の訴えも減り、週５日通えるようになった。その一年後

には、本人より「そろそろ就職したい」と相談があり、体力と自信がついた様子だったので、ハローワー

ク等と連携して仕事探しをする。社内メール便の配送など障がい者枠の求人に応募し、面接・実習

の後、採用となった。

 （ 事例Ⅱ）　うつ病の 40 代前半の男性利用者０さんは、ここに通所する３年前に発症し、当時の会社

を離職。妻子を扶養しており、再就職を考えて病院に相談。デイケアは気が乗らず、学生時代はキャ

ンプや登山などアウトドアが好きだったこともあり、レインツリーを紹介される。

　 　利用開始当初はベッドから起き上がれないことも多く、週３日の通所がやっとであったが、道具

の使いこなしが出来ていたのでガーデニングはすぐに上達し、参加機会を増やすごとに体調が改善

され、１年後には週５日通えるようになった。

　 　通所開始から２年が経過した頃、本人より就職したいと相談を持ちかけられたが、障がい者枠に

は抵抗を感じていたため一般枠を検討したが、前職では営業管理職であったこともあり、経験スキ

ルや器量から求められることが多くなることが予想され、本人も不安を感じていた。いっそのこと『レ

インツリーで支援者をやってみないか？』と打診してみたところ、顧客対応など過去の経験を生か

せると判断し、現在はガーデニング担当の主任支援員として活躍している。

 （ 事例Ⅲ）　知的障害の 20 代後半男性利用者 K さんは、コミュニケーションが苦手なため様々な支援

機関を利用するも集中力が持続できないため、若者サポートステーションからの紹介で利用を開始

した。知的障害以外に場面緘黙があり、当初は環境の変化やコミュニケーション難により不安や不
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満の訴えが多く、急な休みや遅刻が頻繁であった。ガーデニングに参加するうちに体調や生活サイ

クルが改善し、徐々に利用回数も増え、剪定した枝の片付けや除草などの単純作業が中心であったが、

１時間程度であれば集中できるようになった。

　　現在にいたっては、無遅刻無欠勤で通所することも当たり前となるくらいに回復した。

３　考察

　ガーデニング作業に参加する利用者の多くに、体調改善や集中力の向上など様々な成長の変化がみ

られた要因として以下の理由が考えられる。

　① 　屋外で適度に体を動かす：太陽の陽を浴びて汗を掻くことは代謝や免疫力を上げる効果があり、

作業に伴う手足の曲げ伸ばしなどの動作は、精神障がい者等には適度な運動になる。

　② 　園芸療法的効果：植物に触れることで五感が刺激され、自律神経や副交感神経の働きによって

気持ちが落ち着く、意欲が出るなど、心身に良い影響を及ぼす。

　③ 　役割分担による共同作業：３名一組で１〜２時間程度で完了させる共同作業であるため、チー

ムワークが重要となる。自分の役割をこなしていくことで信頼関係が生まれ、協調性が養われる。

　④ 　達成感が満たされる：剪定により伸びすぎた枝葉は短くなり、落ち葉や雑草が取り除かれた庭

は視覚的に作業の成果が分かりやすく、達成感が満たされやすい。また、“キレイにする”という

行為は、心の内面を磨く（心を整える）ことにもつながる。

　⑤ 　人や社会の役に立つ：「ありがとう」「きれいになりました」と直接お客様から感謝の言葉をか

けられることで、自分のやったことを喜んでくれる人がいるという承認欲求を満たし、社会的な

存在価値と“つながり“を実感することができる。

４　おわりに

　就労継続 B型事業所として、利用者に対してできるだけ高い工賃を支払っていくために、お客様ニー

ズに応えることが重要となる。ガーデニングにおいては、障がい者支援スキルの他に剪定などの専門

知識や技能を身に付けなければならないことが最大の課題であったが、独自の研修システムにより、

１〜２か月程度で習得することが実現できている。加えて、他の競合相手の造園業、シルバー人材セ

ンター等とは一線を画す、短時間低料金で毎月一回のサービスという事業スタイルによる差別化が成

功し、サービスそのものが評価され、お客様から選んでいただいていると実感している。またお客様

にとっても、作業対価を支払うことで間接的に障がい者を支援しているという認識を持っていただい

ており、個人レベルでの社会貢献の機会をつくる意味においても、事業の価値を見出していただいて

いる状況にある。

　就労支援を考えるとき、多くの場合が利用者自身のスキルアップを求めがちだが、ガーデニング作

業を通して、障がい者が健常者と共に何かを成し遂げることが重要であると考えるようになった。同

じ目的・同じ時間を共有することで、より緊密な関係において利用者の得意なことや苦手なことを細

かく正確に把握することができる。

　“どういう配慮があれば、どれだけ仕事ができるか？”ということを双方が知ることで、就職を目指

す場合においては企業が必要とする“実質的な就労サポートのヒント”として情報提供する。就職は

できなくても、安心してその場所に通い、やりがいのある仕事ができる環境を提供することも B 型事

業所の使命である。作業所における社会的役割として、一般社会で働けない方たちの単なる受け皿で

はなく、それぞれの生きづらさに応じた働く選択肢として、社会的に認知される事業を創出していく

ことが重要であると考える。
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〜自立した排泄にむけて〜

横浜市青葉区

介護付有料老人ホーム　ニチイホーム青葉台

介護士　宮田　雄輝

１　はじめに

・お客様：K様　女性　要介護３　認知症あり　座位保持可　歩行見守り

・既往歴：頚椎捻挫・硬膜下血腫・腰部脊柱管狭窄症

　現在センサーとPトイレを設置しており、夜間はセンサーが鳴り次第訪室し排泄介助を行なっている。

入居当時（2014 年 11 月）は体重 35kg と痩せており、立位・歩行共に不安定であり、　訪室時下半身脱

衣の為、失禁されているなど、介護を必要とする要素が強いお客様であった。

　平成 27 年度の介護研究において「１人でトイレにいくこと」を目標に ADL 向上を目指し、歩行訓練

を行った。これにより食事量の上昇や手引きにて安定して歩行出来るなど徐々に ADL が向上しており、

訪室した際には既に P トイレに座っている状況が見られている。またベッド上での下半身脱衣が無く

なるなど、自分でトイレに行く意欲も向上している。現在（2017 年３月）の時点で 52k ｇと増加して

おり、適正体重の為か立位時も安定している様子が見受けられる。更なる ADL 向上を目指すため、食

事の様子やリハビリの状況から下肢筋力の向上を目指し、センサーを外すことも視野に、安全に自立

してトイレに行けるように自立支援の視点からお客様について考察していく。

２　研究方法

　月毎にお客様の状態（食事量や体重）を他職種間で見ながら、下肢筋力の向上を目指し、トレーニ

ングを行う。

・４月 15 日〜４月 30 日

　日々の定時排泄に加え、１日１回職員見守りの下、歩行訓練実施。

　外気浴をして気分良く歩行して頂き、雨天時は２F廊下を歩行して頂く。

・５月１日〜５月 31 日

　朝の体操に毎日参加して頂く。

　訪問マッサージの担当者様にスクワットをレクチャーして頂き、１日１回介護でも行う。

・６月１日〜７月 31 日

　上記項目の継続と評価

　貼りつくパッドに移行できるか検証（１週間程度）

　夜間の様子（センサー鳴ってから何をしていたか）（パット内の尿量）

　お客様に職員見守りの下、全て介助なしで排泄していただく。

・８月〜

　センサー位置について
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　お昼後からおやつ前までの間と時間を設定し、センサーを Pトイレから離して設置。

　30 分毎にラウンドを行い、お客様の様子を見る。

３　結果

・４月　体重 52kg

　４月 17 日〜 20 日まで腰痛のため様子観察。21 日より痛み消失のため NS と相談し歩行訓練開始。

　食事形態変更　３食パンから朝食のみパンとし昼と夕は軟飯に変更

・５月　体重 51.6kg

　Dr と相談し体重は現状を維持してくこと形となる。CM より Fa 様と相互確認する。

　朝の体操のため２Fから１Fまで歩行し、しっかり体操される。

　昼食後臥床前に 10 回スクワット実施する。

・６月　体重 52.2kg

　リハパンきつい為かパットがお尻側で丸まってしまい、自分で出来ない様子あり。

　 リハパン M → L に変更する。リハパンのみで様子見るが汚染見られるため貼りつくパッド使用開始

する。

　・６月 26 日〜 28 日まで右膝の痛みのため様子観察。

・７月　体重 51kg

　 ふらつきなくしっかりズボンの上げ下げ行えており、パットが丸まることもなくパットを気にして

いる様子もない

・８月　体重 49.4kg

　 歩行と見守りによる自立した排泄が安定しているため、センサー位置を時間を設定し、P トイレから

離して設置する。

　昼食後からおやつ前までの間で実施。30 分毎にラウンドを行い、記録を行う。

４　考察

　①　食事について

　　　研究を始めるに当たって主食を３食パンから朝食のみとし、昼・夕は軟飯で提供を行った。

　　 　食事に関して物足りなさの訴え等は見られなかった。パンよりもご飯のほうが噛む回数が多く、

だ液がよく分泌されて胃や腸で消化しやすくなる上に、噛むことによって満腹感を得られやすかっ

たと考えられる。

　　 　また、ご家族様からのお菓子などには特に制限を設けなかった。ホームで生活して頂くことに

関して食事は何よりの楽しみであると考えたからである。

　②　運動について

　　 　介護職員による歩行訓練。訪問マッサージ様にスクワットを教えて頂き、下肢筋力を向上を行っ

た。自立に向けて、安定した姿勢で排泄を行って頂くためと考えたが、研究の中で、体重もゆっ

くりと減少したことで下肢の痛みを訴えることも少なくなり、結果的に本人様にも自信をもって

排泄を行って頂けるようになったと考えられる。

５　おわりに

　研究に始めるに関してお客様より「排泄を手伝ってもらって申し訳ない」と仰る様子があり、過去

の入居前の転倒歴から「怖い」という気持ちも感じ取れた。今回研究でメインに行ったアプローチは【食

事】と【運動】に焦点を置いて行い、下肢筋力を増強し、安定してトイレをして頂くことであったが、
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研究を続けていく中で、お客様に対し、自信のつく声かけを行い、ラウンドをこまめに行うなど、お

客様に安心して頂ける環境づくりを行ったことも大きい進歩に繋がった。お客様自身もスムーズに歩

行できることに関して喜んでいる様子が見られた。日々の活力が向上し、体操にも積極的に参加して

頂けるなど、単なる排泄の自立化に留まらないお客様の自立度向上に繋がった。

　今回の研究で１日通して自立した排泄を行って頂くという結果に持っていくことはできなかったが、

一定の時間ではあるものの、センサー位置を変更できるなどこれからに繋がる結果になった。
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「規則正しい生活がおよぼした効果」

〜オリーブタイムで自分らしく〜

横浜市瀬谷区三ツ境

小規模多機能型居宅介護事業所オリーブ

介護職員　穴原　洋子

１　はじめに

　Aさんは、サービス開始時には外出の機会が少なく、認知症による「見当識障害」や「無気力の状態」

であった。約半年間の「規則正しい生活」を送ったことや、「人とのかかわり」などにより、今は生活

のリズムが整い、自分らしさを取り戻し意欲的に生活をしている。９：15 のお迎えから始まるオリー

ブの通いサービスでの生活を A さんは「オリーブタイム」と呼び、毎日を明るく過ごしている。A さん

の支援を通し、たくさんの学びがあったので報告する。

１　事例紹介

　A さん、83 歳、女性、ひとり暮らし、要介護２（サービス開始時要支援２、区分変更で要介護３、

更新時〜現在要介護２）

　報告期間平成 27 年 12 月から現在も支援継続中。

　脳血管性認知症、ADL はほとんど自立、元々保険の仕事をしていたので明るく人付き合いも多く、ま

じめな性格だったが、オリーブを利用する前の A さんは、長男が月１回、妹が月１回訪問し、仲の良

い友達とケアプラザの歌声サロンに月１回参加するくらいの人とのかかわりであった。

　平成 27 年春頃に自宅浴室で転倒してからは、外出する事が減り、活動的ではなくなり、日付がわか

らないなどの認知症の症状が出てきたので、家族が地域包括支援センターへ相談し、オリーブの利用

となった。

２　介護計画

　サービスを開始してから、本当は人の助けが必要な状態なのに、生活の把握が誰もできていないと

いう状況がわかった。このような状況に対し、様子を見ながら徐々に試していくという計画を立てた。

・生活の状況把握が必要

・どのような支援が必要か検討

・その都度オリーブから状況に応じたサービスを提案

　まずは外に出ること・生活のリズムを整えることに重点を置き、９：15 にお迎えに来ることを伝え

続け、通いサービスは週５回、オリーブでは「脳トレ」「製作」「音楽」「体操」「レクリエーション」

に参加できるように声をかけ、掃除・洗濯・食事準備・ごみ出しなどもプランに入れた。
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３　実施及び結果

　約半年が経過し、規則正しい生活を送り、人との交流もでき、活動的になっていく中、時間や日付

などの見当識障害や意欲の低下の状態が少しずつ改善されてきた。

①時間の感覚について・・・ 日付、曜日、時間がわからなかったり、昼夜逆転、朝迎えに行くと熟睡

していたり、どこかへ出かけ不在だったこともあったが、サービス開始

から３ヶ月くらい経過し、朝迎えに行くと準備して待っていて、時間や

曜日が理解できるようになった。

②意欲について・・・ 自分から話をしたり、活動へ積極的に参加することは少なく、無表情な事が多かっ

たが、話題を引き出すような声かけを続けていくと、笑顔が増え、自分から話

をするようになり、今では話題が豊富で、とても笑顔ですごしている。

③食事について・・・ 配食弁当を食べずに置きっぱなしだったり、何食食べているか把握ができず、

炊飯したばかりの３合のごはんが一晩で空になっていることもあったが、今は

配食弁当はいつも同じ時間に食べることができている

④着衣について・・・ 服を 40 枚着ていることがあったが、重ね着はなくなり、季節にあった服装をし

ている。

⑤服薬について・・・ 処方された薬は全く飲めていなかったが、朝・昼・夕の薬はオリーブで飲んで

いるため処方どおり服薬ができている。

４　評価・考察

　認知症がすべて改善されたわけでないが、規則正しい生活による、時間や日付に関する「見当識障害」

の改善と、社会的なかかわりが増えたことによる「無気力の状態」から「意欲的な状態」になったことは、

　A さんの生活の質を大きく改善させることができた。支援開始から約２年、現在も元気に A さんが望

む在宅生活を継続している。

　A さんの感想として、「はじめの頃は、夜中に今から迎えに来てください」と電話しちゃったわね　

少しおかしかったのよ　今はオリーブに来ることが楽しい、オリーブタイムがあってよかった

　家族の感想として、笑顔が増えたことがとてもうれしい、認知症になる前に戻ったような時もある、

旅行に連れて行きたい

　友達の感想として、歌声サロンの約束も忘れなくなった

　A さんが「オリーブタイム」と呼ぶ、規則正しい生活や人との交流、会話、適度な運動など活動的に

なったことや、季節が変わり暖かくなったこと、朝・昼・夕の薬を飲めていることなど、いろいろと

複合した結果と考えるが、短期間で生活の様子が改善した劇的な変化は、今までの経験では学び得な

いものだった。

　「オリーブタイム」は、A さんに合った「リハビリ」や「トレーニング」のような役割も果たしてい

たようにも考えられる。

５　今後の課題

　「認知症」は少しの変化や、環境の変化などで良くも悪くもなる可能性があることを理解して支援す

る事が必要
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６　まとめ

　A さんの支援を通し、改善される様子からの学びとして、日々の「アセスメント」による気付きを元

に、できることを活かしながら、自分らしい生活の継続や、希望をかなえられるような支援を行って

いきたい。

７　参考文献

　『認知症の安心生活読本』　鳥羽　研二著　主婦と生活社　2012 年版

　『新しい認知症介護』　認知症介護実践者研修テキストシリーズ１　中央法規出版　2005 年版
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「ココトレーニング」で挑む　自立支援と健康増進で介護予防

〜健康寿命の延伸や認知症状の進行遅延が叶うように〜

横浜市

学研ココファン岸谷公園

事業所長　　日下　文則

１　はじめに

　現在、弊社学研ココファンでは全国で 100 拠点以上の介護福祉事業を運営しています。

　サ高住・訪問介護・デイサービス・有料老人ホームなどその内容は多岐にわたります。

　地域包括ケアシステム（以下ケアシステムと略）の基盤となるサ高住など「住まい」の数は 5,400

室を超えています。

　ココファン岸谷公園でも約 50 名、自立から要支援、介護５までの方々がお住まいです。

　ケアシステムの基盤である「住まい」は現在、設備や環境などのハード面のみならず、その内外環

境における多岐にわたる社会資源を最大限活用すること、つまり住宅が持つソフト面が、とても重要

であると考えます。

　そこで、ココファン岸谷公園では外部のサービス提供事業者の活用に加えて、館内での充実を図る

目的で、「ウェルネススタジオＣＨＯＩＣＥ」が当事業所向けに開発したオリジナルコンテンツ「ココ

トレーニング」を約一年前より導入しました。

　自立の方はもちろん、さまざまなレベルの方でも「ココトレーニング」に参加することで、目的を

明確にしながらの運動、脳の機能を維持向上させるためのマルチタスク脳エクササイズ、それを多人

数で時間を共有することで生まれる交流を体感できます。この複合型コンテンツは、MCI（軽度認知障害）

までの段階であれば回復事例が見込まれている内容です。

　「ココトレーニング」を実施してからここまで約一年弱ですが、それにより入居者の生活に変化が生

じています。

２　取組の紹介

　「ココトレーニング」は人間のココ（脳と身体を指さして）をトレーニングするという意味です。構

成は３つのパートに分けた約 60 分のノンストップコンテンツです。

　① 上半身のストレッチと可動域拡大を目的にした運動（音楽に合わせて）

　② 後頭葉、側頭葉、前頭前野を複合的に刺激するマルチタスク型の脳エクササイズ

　③ 下半身の筋力維持増加を目的にした運動（音楽に合わせて）

　では②の一部を動画で見てみましょう。皆様も一緒にチャレンジしてください。

　動画「足踏みじゃんけんトレーニング」約２分です。これは上記のマルチタスクに加えて

　足踏み運動も組み合わせているものです。
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　いかがでしたか？うまくできましたか？

　間違えても大丈夫！正解したときのみ活性化などということはありません。何ごとも挑戦すること

が脳や身体の活性化に繋がります。

　毎回ではありませんが、トレーニング終了後、体の免疫力を高め、テアニンによる旨味たっぷりの

ノンカフェイン冷茶や、健康寿命の延伸に効果が高いと研究発表されているコーヒーを提供していま

す。

　抗酸化作用のあるポリフェノールのクロロゲン酸に加えて、アルツハイマー型認知症の予防に効果

があると発表されたトリゴネリンが高配合されたノンカフェインコーヒーです。

　私たちの取り組みは運動・脳機能・栄養・交流を複合させた新しいコンテンツの活用です。

　しかも脳エクササイズは毎回違う内容で行われそのコンテンツ数は既に 100 を超えています。

　これにより参加者のマンネリは皆無です。（新コンテンツは順次追加導入されています）

３　考察

　「ココトレーニング」を導入して約１年になろうとしていますが、ここではその効果について考察を

記します。

　開始当初より入居者 10 名以上の方が常に参加し、月に４回ほど開催してきました。

　現在は 15 名前後の方が開催日に集まり「ココトレーニング」に取り組んでいます。

　当初からの目的として、日々の暮らしの中でともすればマンネリに陥りやすい一人住まいのご入居

者のため、イベントを行うことで多くの方と知り合え、しかも健康が増進されるようにと考えたのが「コ

コトレーニング」です。

　ノンストップの一時間は少しハードかなと思いつつも実施してみたら何の問題もなくあっという間

に過ぎます。しかも脱落者が無く、逆にお友達を誘って参加するケースが増えています。

　「体動かしに行こうよ」「体操はきつくないわよ。ゆるめかな」「終わるとなんだかスッキリするの」「こ

れを楽しみにしているんだ」とおっしゃる声がよく聞こえます。中には人との交流をしてこなかった

女性が食事時間でもいろいろな方とお話がはずんでいる姿を見かけたり、家族から最近すごく綺麗好

きになり活動的になったが何かあったのでしょうか？という質問を受けることがありました。またあ

る男性は、脳血管障害から失語症になり、コミュニケーションが図りにくいのですが「ココトレーニ

ング」中に積極的に人に伝えよう伝えようとします。言葉で伝えにくいもどかしさもお持ちのようで

すが、それでもファシリテーターは意を汲んで会話をして答えに近づけます。そうすることで、その

方の積極性が表出するようになり、お元気に過ごしていらっしゃいます。
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　これらのケースは私たちからしたら、とても大切なギフトをもらったように感じます。

　望むらくは、もっと早い時期（MCI までの段階）に、このようなコンテンツを広範囲に浸透　させる

ことができれば、より多くの方の健康寿命を延ばすことができ、介護への人的や金銭的な負担を低減

させられることができるのではないかと考えます。

４　おわりに

　「ココトレーニング」は開発側にしてみるとフルサイズからの一部抜粋版。本来の目的は、現在健康

なご高齢の方にいつまでも元気な体と健全な脳、バランスの取れた栄養摂取、参加者の方々が交流の

輪を広げて、人生を最後まで変わらずに謳歌していただくことを目指しているものだそうです。私た

ちも同感で、サ高住が施設化してきている昨今、自立支援と健康増進で、介護予防まで手掛け、健康

ファーストなサ高住のコンテンツを増やし、より充実したサ高住へと成長して、入居希望の方がたや

ご家族にチョイスしていただける事業所の運営に今後もより一層の力を注ぎ、挑んでいきたいと考え

ています。
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〜地域包括から地域包摂・共生社会へ〜

横浜市

宗教法人善了寺デイサービス還る家ともに

管理者　三根周　　・　利用者　F（予定）

１　はじめに

　運営法人である善了寺は、浄土真宗のお寺で、約 400 年前より現在所在の横浜市戸塚区矢部町にて

地域の方々に支えられながら今に至っております。

　‘還る家ともに’は、平成 17 年４月にお寺の客間を改装するかたちで、定員 10 名のデイサービスと

して開所し（現在は 13 名）、‘関わりを粗末にしない事’‘せめぎあって、おりあって、おたがいさま’

をモットーにご利用の皆さまと一日一日を大切に過ごしています。

　デイが開所してから約 13 年、直接の利用の有無にかかわらず（介護保険制度のカテゴリーの対象で

は無くても）、様々な方々がここを居場所とし、支援し・支援される事例がありました。制度やシステ

ムの狭間で包括的ケアだけでなく、そこには当てはまらないような（制度からこぼれ落ちてしまうよ

うな）ケースの支援（包摂的ケア・ソーシャルインクルージョン）事例をあげていきたいと思います。

２　事例の紹介

　①　安否確認も兼ねたボランティア

　　 　ボランティア A さん（80 代）は、遠方より地縁のない戸塚に引っ越して来られる。戸塚での関

係づくりのきっかけにボランティア活動を希望し大規模デイに申し込むも、年齢制限で断られる。

ボランティアセンターからの紹介で、当デイで６年前より活動される。単身独居にて、当デイで

のボランティア活動は A さんの安否確認も兼ねており、連絡なしでデイのボランティアを休んだ

時は家族に連絡することになっている。

　　 　また、ボランティア活動を通じてお仲間も増え、デイで毎年参加している商店会の日帰り旅行

にも５年連続で参加されている。

　②　リタイアした盲導犬の居場所として

　　 　盲導犬を退職した B ちゃん。リタイアすると、今まで活動していた交通機関や公共施設等への

出入りも制約されるようになる。人が好きで、人が集う場所にいることを楽しみにしていた Bちゃ

んの環境の変化によるリロケーションダメージを考慮した飼い主からの提案で、週１回デイに通

う事になる。デイではセラピー犬として活躍していた。

　③　ボランティアからスタッフへ　‘生きづらさ’を抱いていた Cさん

　　 　C さん（40 代）は１〜２年ごとに職を転々としたのちブランクがあり、社会復帰のきっかけに

当デイのボランティア活動を始める。純真無垢で裏表のない C さんは皆さまからも大人気。事業

所で求人を出すことになり、声をかけ非常勤職員として勤務することになる。職員として勤務し

てみると、あいまいなコミュニケーションが苦手で、一つの言葉尻にとらわれてしまう事や、想
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像して働くことが苦手など、問題が顕在化してくるようになる。話し合いの場を持つ中で、お母

さんは C さんに‘ふつうだけど普通じゃない’という思いをもっておられ、受診を進められてい

た事や、本人も自分を理解してもらえない事への‘生きづらさ’を感じている事などがわかって

くる。話し合いの中で本人も前向きに受診する気持ちになり受診し、発達障害との診断がでる。

その後、横浜市障害者就業・生活支援センターとも連携し、職場内環境を整える。

　④　暴力から逃れ駆け込み寺・セーフティーネットとして

　　 　ボランティアセンターからの紹介で活動していた D さん。ご利用の皆さんとトランプなどのレ

クリエーションを楽しんだり、食器洗いなどの家事的な作業を買って出てくれていたが、やがて‘お

金を貸して欲しい’など、不穏な発言が目立ち始める。その為、話し合いの機会を持つと、実は

共同住宅で暴力を振るわれていて、それから逃れるためのボランティア活動だった事がわかって

くる。本人、ボランティアセンター及び社会福祉業議会の職員と話し合いの場を持ち、事態の改

善に努める。

　⑤　グリーフケアの場として

　　 　お寺に集う方の多くは、ご家族を亡くされた方でありデイのボランティア活動を通じ利用者や

他ボランティアと関わり、繋がっていくことで、グリーフケアの場となっている。

　　 　E さん（70 代）は平成４年にご主人が往生され善了寺のお檀家となる。その後、平成 17 年にデ

イが立ち上がり、食事作りなどデイのボランティア活動を始めるも H22 年娘さんが白血病を再発

し往生される。ボランティア活動はお休みし、しばらく落ち込み家にこもる生活をしていたが、

坊守（住職の妻）から食事作りだけでなく傾聴等も含めたボランティアの声をかけられ‘落ち込

んでいる自分でもお手伝いできることがあるなら’と、ボランティア活動を再開する。デイはお

寺の中にあるので（お墓の近くにあるので）、気持ちの安らぎにもなり、お年寄りのご苦労された

話を伺うなどしている中で‘苦しかったり悲しかったりするのは、自分だけじゃない’と、前向

きな気持ちになれたとの事。ご本人にとってボランティアとは何か問うと‘生きがいになってい

るのよ’と笑顔で話されていた。

　⑥　40 代からのデイサービス利用（当事者発表予定）

　　 　F さんは、40 代でくも膜下出血となり、右麻痺と失語症を患う。在宅復帰し、中途障がい者地

域活動センターの利用を検討も自力での通所が困難なため断念。特定疾患ということで送迎のあ

る高齢者デイの利用を検討も、デイの利用主体は 80 代。年齢的なギャップもあり迷いもあったが、

見学に来た際にご利用のおばあちゃんが快く‘私がみてやるから大丈夫だよ’と受け入れてくれ、

利用開始となる。

　　 　デイではレスパイトを中心としながら、本人の主体性を発揮できるような‘生活の場’での機

能訓練を行い、趣味の釣りに行ったり、商店会の日帰り旅行にも参加される。

　　 　F さんにとっての当デイの利用は、機能訓練以上に‘社会への通過施設’としての意味合いがつ

よく、デイに通いながらスタッフだけでなく、多くのボランティアや見学者ともかかわり、社会

参加する上での一つの重要なファクターとなっている。

３　考察

　上記事例のように、社会の中での多くの方々が様々な場面で居場所を求めており、単に介護保険の

事業所としてだけではなく、地域の方々の小さな声に耳を傾けることで介護に限らないところでも地

域の資源として寄与でき、それが社会的包摂（ソーシャルインクルージョン）へつながっていくので

はないでしょうか。
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４　おわりに

　レスパイトが軽視される風潮があるが、（F さんのように）レスパイトを通じて関わりを粗末にしな

い中で、人と人が紡がれ、豊かな社会の参加へと繋がっていけるならば、レスパイトはとても価値の

あるものなのではないでしょうか。

　口頭発表では F さんによる活動の様子などの当事者発表も予定しています。皆様とお会いできる事

を楽しみにしています。
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〜中高生対象放課後等デイサービスの療育活動〜

横浜市栄区

放課後等デイサービス　クリームソーダ

児童発達支援管理責任者　渡邊久枝・管理者　渡邊　忠

１　はじめに

　平成 26 年 11 月に立ち上げた「放課後等デイサービス　クリームソーダ」では、小学部と中高部で

単位分けをしています。小学部では「集団療育活動」と「個別課題」の二本柱を主軸とし、みんなと

一緒に「楽しく」をテーマに「幅広い経験・体験」ができるように活動を組み立てています。当初、

小中高同室で支援をしていましたが、小学生と一緒の療育内容だけでは中高生にとって発達段階に応

じた支援ができないことを日々の過ごしの中で実感し、平成 27 年 11 月に中高部「uni」を立ち上げま

した。uni では高等部卒業後に視点を当てた療育活動に取り組んでいます。この uni での療育活動につ

いて、紹介させていただきます。

２　事例や取組の紹介（表①）

「クリームソーダuni」での療育活動

➀「材料調達」
地域の中で生きる力の向上

➁「外での仕事」
30分間の仕事体験

➂「室内での仕事」
作業の持続力向上

➃「その他作業」
サービス業へ向けての経験

「笠間小学校」
・毎週金曜日に牛乳パックをいただく
「青空えがお」
・毎週月曜日に珈琲の出し殻をいただく
「スリーエフ」
・毎週水曜日に珈琲の出し殻をいただく
「メルパルク」
「ハマフローリスト」
・結婚披露宴のキャンドルサービスで余っ
たろうそくを年に2～３回程分けていただい
く

「朝日新聞笠間販売所（月～金）」
・チラシ挟み ・チラシ組み
・はがき開き ・カレンダー丸め等
「スリーエフ笠間店（水～金）」
・商品の前出し ・駐車場の掃除等

「ろうそくづくり」
・芯通し ・ロウ流し ・組立、成型
「紙すきのはがき」
・フィルム剥し ・シュレッダー ・量る
・ミキサー ・漉く ・スタンプ
・ステンシル
「消臭剤作り」
・タグ作り ・口紐縫い
・コーヒー入れ ・仕上げ

小学部の室内の掃除
小学部の食器洗い
小学部のお手拭き等布巾洗い
uni食器洗い
uniトイレ掃除
階段掃除 等

近隣の草むしり
ゴミ拾い
花壇で植物を育てる
2階の子どもたちへのおやつ作り

「責任をもって仕事をすること」
を大切にして仕事に取り組んでいます

メインテーマ
「高等部卒業後に、それぞれの個性に応じて、実生活や社会の中で心地よく生きていく力を育む」

①「はじめに子どもありき」の姿勢を大切にし、
②「子どもが主役になれる活動」を考え、少しでも
③「明るく元気に働く大人」になるための支援をしていきます。

私たち放課後等デイサービスクリームソーダuniは…

53



　「クリームソーダ uni」では、中高生の間にどのような経験・体験を積めば、児童が高等部を卒業した後、

それぞれの児童にとって豊かな生活が送ることが出来るだろうかということを念頭に置き療育活動を

編み出しています。

　クリームソーダに集まる児童たちは、小学部・uni 共に放課後の過ごし方の充実を求めて来所してい

ます。そのため、日々の療育活動はいろいろな工夫をしています。その影響か、軽度の児童が多く集まっ

ています。

　uni では、途中から A 判定に変わる児童も多々在籍する関係で、特別支援学校に通う児童が増えます

が、小学校時代は個別支援学級に在籍し、作業をする場を提供すると、作業力の高い児童が多いこと

が分かりました。そこで考え出したのが「作業を中心とした療育活動」です。求めるテーマは「高等

部卒業後に、個性に応じて、実生活や社会の中で心地よく生きていく力を育む」と考え、就労へ向けて、

クリームソーダでできる活動を組み立てることにしました。また地域との関係は切っても切り離せま

せん。その部分も療育活動の中に盛り込みました。

　上記の表①の中に活動内容を書き表しました。見ていただいた通りの内容を日々行っています。こ

の４本柱を詳しく説明いたします。

　➀　材料調達

　　 　③の室内作業に関わる材料を近隣の方々に協力を求め分けていただき、児童が実際にいただき

に伺います。ご協力いただいている場所は、クリームソーダよりほぼ徒歩５〜 10 分圏内にあり、

週に１回伺っています。近隣の小学校・喫茶店・コンビニで、いつも気持ちよく声を掛けてくだ

さいます。特に小学校は卒業生もいるので行くことをとても楽しみにしている児童もいます。こ

の活動の中で「返事」「挨拶」「コミュニケーション」の大切さを児童は実際に体験しながら学ん

でいます。

　➁　外での仕事

　　 　クリームソーダの児童が、一番楽しく且つ充実した時間を過ごしているのがこの「外での仕事」

です。この笠間地域の方々は気持ちの温かい方が多く、２軒先にある「朝日新聞販売所」の方と

材料調達でお世話になっている「スリーエフ」の方が協力して下さっています。

　　 　「朝日新聞販売所」は月曜日〜金曜日まで毎日 30 分間の仕事の手伝い、「スリーエフ」は水曜日

〜金曜日まで３日間、30 分間のお手伝いを児童がしています。

　　 　朝日新聞では、新聞のチラシ挟み・折り込み調整機、ブロワー等機械を使った仕事・ハガキ開き・

スタンプ押し・ビニール、紙袋畳・年末にはカレンダー丸め等、いつも児童に分かりやすい仕事

をご準備いただいています。個に応じた仕事力ですが、いつも「ありがとう」「たすかるよ」と声

を掛けていただき、児童は大変気持ちよく手伝いをさせてもらっています。仕事の体験だけでなく、

スタッフさんたちとのコミュニケーションが児童の楽しみのひとつで、言葉のやりとりを沢山経

験しいつも笑顔で仕事の手伝いをしています。本当にいつも感謝しております。

　　 　スリーエフでは、品物の前出し作業と駐車場の掃除を中心に手伝い、児童の中には「アルバイト」

と言っている人もいます。

　　 　充実した仕事体験を日々させていただき、連絡帳の中の「今日がんばったこと」の記載は、児

童から「朝日新聞」「スリーエフ」といつも声が上がっています。

　➂　室内での仕事

　　 　材料調達でもらった材料を使って、３つの作業を組み立てています。１つの作業 30 分でタイム

テーブルを作り、みんなで協力し合って物を作りだしています。「紙漉きのはがき」「消臭剤・芳

香剤」「プリン型のろうそく」の３つの作業です。工程別に手順表を作り、自立で 30 分作業を続け、

準備〜後片付けまで一人で行うことが出来るように支援しています。
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　　 　出来上がったものは、地域のコンビニや喫茶店に置いてもらう、また地域のフリーマーケット

に参加し、児童が直接地域の方へ配付する等し、地域の方々に利用していただくよう工夫をして

います。時々お礼のお菓子やメールをいただき、こちらも温かい気持ちになります。

　　 　現在、レモンバームを児童と一緒に育て始め、葉を利用し芳香剤を作ったところ、気持ちが癒

されると好評をいただきました。

　➃　その他作業　〜サービス業へ向けての経験〜

　　 　クリームソーダは、小学部が２階・uni が３階にあります。そのため uni の児童が小学部児童の

ためにお手伝いをすることも作業の一環として行っています。内容は「おやつ時使用の食器洗い・

手拭き洗い」「小学部の室内清掃」「月に２回の小学部児童へのおやつ作り」「集団療育活動の手伝

い」等をしています。自分たちがいた小学部での仕事は、懐かしく思いながらもお兄さんお姉さ

んとしてしっかりと果たしています。特に食器洗い等は、きちんとした仕事を覚えていただくため、

少しの拭き残し洗い残しも指摘し、役立つ仕事ができるように支援しています。このことを通して、

家庭でのお手伝いが増えたり、できなかったことが出来るようになったり、児童は高い意識をもっ

て取り組んでいます。この活動がいずれ将来の仕事の中で役立つことを願っています。また、自

分たちの部屋・トイレもスタッフの支援の下、児童自身が清掃をしています。このことで就労で

きる幅が増えるであろうという考えのもとで、児童に体験してもらっています。

　➄　その他

　　 　日々のお仕事活動を頑張っている児童のために、土曜日の活動は思いっきり楽しめるレジャー

的な内容を提供しています。送迎車があるので、小田原・箱根・川崎・羽田・お台場等遠出を多

く計画し、広い公園で友だちと思いっきり遊ぶ・工場見学をする・博物館、科学館へ行く等、児

童は友だちと一緒に楽しい体験経験をすることを喜んでいます。交通機関を使ったすごろくの旅

は人気です。また、先の見通しを持つということで、特例子会社へ会社見学に行ったりもします。

３　考察

　uni でこのような療育活動を続けることにより、中２の段階で IQ の数値が上がった、特別支援学校

在籍の高３生は職場実習で本来担任が付きっきりでないと作業への参加が難しいとされていたのに実

際は二日目から自立での作業参加ができたというような報告を受けています。uni ができて丸２年立と

うとしている今日、児童みんなの少しずつの経験の積み重ねが、児童の力になっている様子を感じ始

めてきているところです。

４　おわりに

　クリームソーダでは３つのどの事業所でも共通して大切にしている考え方があります。「はじめにこ

どもありき」の姿勢を大切にし、「こどもが主役になれる活動」を考え、将来「明るく元気に働く大人」

になるための支援を行っていく、これをモットーとしております。将来、子どもたちが生きやすく豊

かな人生を送るために、今クリームソーダでできることを常に探っています。これからもこの地域の

子どもたちのために、できることを貪欲に探っていきたいと思っています。
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160 通りの元気プログラム　〜終の棲家からの脱却〜

県平塚市

介護老人福祉施設　平塚富士白苑

介護士　ヒガ恵理子

１　はじめに

　ご利用者の願いである「いつまでも元気でいたい」「美味しいものが食べたい」「介護なんてされた

くない」「自分のことは自分でしたい」等の真のニーズに応える『自宅復帰プログラム』。全職種が連

携しご利用者の介護度を下げ、自分でできることを増やし、在宅復帰やＱＯＬ向上を目指す。“施設入

所＝終の棲家”ではなく、元気になって在宅復帰をして頂くことで地域における循環型施設の役割を

担い、超高齢化社会における入所待機者の解消や家族や介護者の負担を軽減するための取り組み。

２　事例や取り組みの紹介

　富士白苑では平成 27 年１月より、全ての新規入所ご利用者を『自宅復帰プログラム』の対象者とし、

個々に応じた“自宅へ戻るための課題”“課題解決に向けた取り組み”を全職種が多角的に取り組み及

び評価を行う自宅復帰検討会議を一ヶ月目・三カ月目・六ヶ月目に実施し、介護度を下げることやご

自分で出来ることを増やす取り組みを行っている。

＜平塚富士白苑概要＞

　■特養 160 床＋ショートステイ 10 床

　■平均介護度 3.61（平成 29 年７月現在）

　■平均年齢　86.9 歳（最高齢ご利用者 107 歳）

　■法人で実施している主な取り組み

　　『自宅復帰プログラム』『個別元気プログラム（計画書）』『個別外出プログラム（年２回）』

＜事例＞

　■ご利用者：Ｔ．Ｆ様

　■入所日：平成 27 年 11 月 22 日入所

　■入所時の状態：年齢 75 歳、介護度３、

　　日中リハビリパンツ（ポータブルトイレ使用）＋夜間おむつ対応

　■生活歴：

　　 　40 代長男との二人暮らし。長男と近くに住む長女が通いで交代で介護をしていた。ご主人を亡

くされて以降、抑うつ神経症を発症し、持病の糖尿病の自己コントロールも難しくなる。自宅で

の転倒をきっかけにＡＤＬ低下及びご本人の意欲低下が顕著になり、ほぼ寝たきり状態となり、

介助者であるご長男は就労もあるため精神的負担も大きく、入所の運びとなる。入所前のショー

トステイ利用時は座位を保つことも難しく、食事は居室対応、お手洗いへ行くことも難しかった。

介護者への依存度が高い。
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　■ご本人の意向：歩けるようになって自宅に帰りたい気持ちはあるが不安が大きい。

　■ご家族の意向：

　　（同居の長男）一人でトイレに行かれるようになってくれたら自宅復帰も受け入れられる

　　（別居の長女）自分の事は自分でできるようになって自宅で元気に暮らして欲しい

　■具体的な取り組み：

　　（支援員） 日課表に基づき、規則正しい生活リズムの促しと自立支援に向けた声掛け、残存機能の

活用、レクリエーションや生活リハ、施設内行事への参加

　　（看護師） 血糖値の確認、定期的な受診による血液検査、健康状態の確認、嘱託医（内科、精神科）

による往診

　　（管理栄養士） 栄養管理、嚥下状態や食思、食事量の確認、疾病予防のための定時での飲水提供・促し。

個人購入による嗜好品の提供。体重測定によるＤＭ管理。

　　（機能訓練士） 自立で歩行・トイレ・入浴できるようになるための下肢筋力向上にむけた歩行訓練

の提供。平行棒、歩行器、エスカルゴ等による自宅での転倒予防に向けた機能訓練

の提供。可動域の評価。

　　　　　　　　  ４ヶ月のタームで一ヶ月毎の機能訓練プログラムを作成し、更に１週間単位での細

かな評価を実施。公文学習の提供。

　　（ケアマネージャー） ご家族と密に連絡を取り合い、施設でのご様子やリハビリの進捗を報告、今

後の見通しについても話し合いを重ねる、在宅復帰に向け機能訓練士と共に

ご自宅を訪問し家屋調査を実施

※参考実施資料（一部抜粋）

T.F 様

12 月 １月

1〜 5 6 〜 12 13 〜 19 20 〜 26 27 〜 2 3 〜 9 10 〜 16 17 〜 23 24 〜 31

ｴｽｶﾙｺﾞ ｴｽｶﾙｺﾞ ｴｽｶﾙｺﾞ ｴｽｶﾙｺﾞ ｴｽｶﾙｺﾞ

ｴｽｶﾙｺﾞ ｴｽｶﾙｺﾞ ｴｽｶﾙｺﾞ ｴｽｶﾙｺﾞ

下肢
筋トレ

下肢
筋トレ

下肢
筋トレ

下肢
筋トレ

下肢
筋トレ

下肢
筋トレ

下肢
筋トレ

下肢
筋トレ

下肢
筋トレ

平行棒 平行棒 平行棒 平行棒

歩行器 歩行器 歩行器 歩行器
平行棒
歩行

平行棒
歩行

平行棒
歩行

平行棒
歩行

平行棒
歩行 ﾕﾆｯﾄ内

歩行器
ﾕﾆｯﾄ内
歩行器

ﾕﾆｯﾄ内
歩行器

ﾕﾆｯﾄ内
歩行器

歩行器 歩行器 歩行器

 　　　　　

ご本人

支援員

機能訓練

支援員・機能訓練

　　12 月の目標・・・室内歩行器の使用方法取得と平行棒での安定した歩行。

　　１月の目標・・・ユニット内での安定した歩行器での移動。

　　２月の目標・・・安定した歩行器での移動。杖歩行の取得。

　　３月の目標・・・杖なし歩行の試行と杖での応用歩行。
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　■自宅復帰に向けた準備：上記取り組みに加え、Ｔ様の精神面へのフォロー、

　　　　　　　　　　　　　ご家族とのコミュニケーションを強化し自宅復帰への

　　　　　　　　　　　　　具体的なシミュレーションや一泊〜数泊のお試し帰宅を実施し

　　　　　　　　　　　　　自宅内の動線確認や入所前とご家族の介護負担度を検証し

　　　　　　　　　　　　　問題点を都度、修正するための課題及び実施を繰り返した

　■取り組み結果：介護度３⇒介護度１

　　　　　　　　　平成 28 年 10 月 31 日に在宅復帰のため退苑

３　考察

　施設入所者の殆どのケースでは、ご本人には帰宅願望があってもご家族が難色を示される場合が多

い中、本事例では対象ご利用者や介護者であるご家族の年齢が若かったこともあり自宅に帰ることへ

前向きな背景があったが、それでも尚、リハビリの進捗やＴ様の精神面のコンディションに左右され

る場面が多々あった。

　それを支えるためには優しさや励ましだけではなく、ＡＤＬを向上させるための具体的かつ専門的

アプローチが必要となり、全職種でのチームケアなくしては実現できない。また、例えご利用者が自

宅復帰を望んでいても、辛いリハビリを維持するモチベーションを上げて頂くために法人では年に２

回、個別外出行事を実施し、ご利用者の好きなところに担当職員がマンツーマンでお連れしており、「行

きたいところに行かれた」という実績が次への意欲＝元気になりたいとの意欲へ繋がっている。現在、

富士白苑では秋の個別外出期間中であり、160 通りの外出企画を実施している。

４　おわりに

　富士白苑における『自宅復帰プログラム』は、①元気になって（介護度が下がって）自宅に帰って

頂く　②自宅に帰れなくてもご自分で出来ることが増えることで生活の質（ＱＯＬ）が向上し、ご本

人の望む生活を送ることができることを目指している。

　全てのご利用者を対象に、個々の状態に応じた個別元気プログラムに則り、取り組みと評価を繰り

返し、取り組みを継続することで在宅復帰を望まないご家族や諦めているご家族への選択肢を増やし、

ご利用者のその人らしい生活を今後も全力で支えていくことが富士白苑職員の使命である。
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〜いつまでも元気に「地域交流プログラム」の実践〜

平塚市

社会福祉法人富士白苑　平塚富士白苑　デイサービス

施設長補佐　三浦　好則

１　はじめに

　社会福祉法人富士白苑では、「本当は介護なんて受けたくない。」「自分の思うように望む場所で思う

ように暮らしたい。」という誰もが思う真意に向き合い、良い介護とは、“ご利用者様の望む事を支援

する事”であり、ご利用者様の望む事とは“元気になる事”であるという考えの下、すべてのご利用

者様に元気になって頂く為の「元気プログラム」を実践しています。

　特別養護老人ホームは終の棲家という概念を打開し、全ての方に在宅復帰を目指して頂き、心も体

も元気になって頂く取り組みを推進していますが、本事例は、在宅介護を支える通所介護において、

ご利用者様の望む在宅生活を維持・向上する為に、ご利用者様が生活する地域においてより元気にお

過ごし頂く源として、昨年 10 月より実施した地域交流プログラムを紹介させて頂きます。

２　事例や取り組みの紹介

　ご利用者様に元気になって頂く為には何をしたらよいかという検討の中で、通所介護の役割である

「元気な在宅生活を維持する」為に、ご利用者様の地域コミュニティーを広げて頂く事により、生活を

より元気で楽しいものにして頂くことができ、地域とのつながりが在宅生活を支える大きな効果を果

たすと仮定し、ご利用者様の住む地域で、お一人お一人に適したコミュニティーをご紹介し、興味を持っ

て参加していただく事を目指し取り組みました。また、この取り組みを行う事で、ご利用者様とスタッ

フのコミュニケーションを通所介護内の話題から、ご利用者様の暮らしに焦点を当てることとなり、

これまでと違った在宅支援のコミュニケーションが強化される事も目的としました。

　まず、通所介護のご利用者様の住まいを地域ごとに区画し、それぞれのイベントやサークルをピッ

クアップしてご利用者様への紹介を開始致しました。

　開始当初は、紹介を行ってもなかなか参加するまでには至りませんでしたが、これはご利用者様へ

ご紹介した地域交流に参加する為の手段が最も大きな課題であると開始当初から予測していました。

ご自分で地域交流の会場まで向かう事の出来る方は少なく、多くの方はご家族の協力を頂けなければ

参加が実現しません。そこで、地域ごとのご紹介案内を作成し、ご家族様へもお届け致しました。

　ご紹介と参加の確認を続けることで、徐々にご利用者様との会話に変化が見られ、下記の様な話題

が聞かれるようになってきました。

・紹介されたイベントには参加しなかったが、別のイベントに参加してきたよ。

・そのイベントには興味がないけど、〇〇なら行きたいな。

・合唱サークルに参加しているから、デイサービスでボランティアとして演奏しましょう。

・ 自分で調べたらダンベル教室を見つけたので参加するようになった。終わった後にお昼ご飯を食べ
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る〇〇という店が美味しんだよ。

・ご利用者同士で仲良くなり、月に一度家に遊びに行ってご飯を一緒に食べていますよ。

・親を千葉から呼び寄せたばかりで、退屈させてしまっていたから是非参加させたい（ご家族様より）。

　少しずつではありますが、実際のイベントの参加報告以外にもご利用者様が地域交流に興味を示さ

れたり、実際の参加への調整の中でご利用者様とご家族様の架け橋となる効果が見られてきました。

　この様な取り組み成果が確認されつつある一方で、この取り組みの最大の課題は「自宅から地域交

流に向かう際の手段」と考えます。

　在宅生活での地域交流としての目的を考えると、ご家族様と担当のケアマネジャー様との連携が大

切な事項となり、主としてサポートされるご家族様の協力を頂ける事が大きなポイントとなります。

この課題を解消する為の手がかりとして、施設とご家族様のコミュニケーションを強化する為に「通

所介護家族会」を８月 27 日に実施し、ご家族様へ取り組みの紹介とご意見を伺いました。ご家族様か

らは「ご利用者様の個別性を重視した楽しみを大切にしていきたい」というご意見や、「通所介護の利

用日以外の過ごし方についてどうしたらよいか分からず、他のご利用者様はどのように過ごしている

のかを知りたい」また、「介護についての相談があるがどうしたらよいか？」というご意見、ご相談を

頂きました。

　これらご家族様の声も伺うと、やはり地域交流の促進は求められるものである事を改めて感じました。

　現在、ご利用者様が在宅で生活しやすい地域支援として、地域向けの初任者研修（受講料無料）、介

護教室、認知症サポーター養成講座、デイサービス機能訓練用マシーンの日曜開放等を実施しており

ますが、今回の通所介護家族会のご意見を踏まえて、ご家族様向けに、介護相談を個別に対応させて

頂く事を改めて促進し、「個別の介護教室をご利用者様のご自宅で実施する」という新しい取り組みを

実施していく事としました。

３　考察

　地域交流を行うご利用者様はご自分の好きなものに意欲的に参加している事で、その話題に触れる

と非常に活き活きと話され、これまでと違った笑顔や話題が見られるようになってきました。歳を重

ねる毎に地域や社会とのつながりが少なくなっていく中で、この取り組みをきっかけに交友関係やコ

ミュニティーを構築して頂く事は、この繋がりを持ち続け、「いつまでも元気で自宅で過ごし続けたい」

というご利用者様の心と体の元気の源となると考えます。

　＊地域交流プログラムのご紹介と参加状況

8 月 7 月 6 月 5 月 4 月 3 月 2 月 1 月 12 月 合計

延べご利用者様数 1,559 1,612 1,629 1,606 1,480 1,548 1,353 1,222 1,369 13,378

ご紹介人数 168 173 179 138 159 178 148 153 174 1,470

参加者人数 25 39 28 12 10 12 10 21 0 157

ご紹介率 10.8% 10.7% 11.0% 8.6% 10.7% 11.5% 10.9% 12.5% 12.7% 11.0%

参加率 14.9% 22.5% 15.6% 8.7% 6.3% 6.7% 6.8% 13.7% 0.0% 10.7%

＊ご紹介の一例

　さかなの朝市（大磯港）　　骨太体操講習会（ふれあい会館）　シネマサロン（図書館）

　囲碁サロン（福祉会館）　わらべの会＊編み物、手芸、脳トレ（福祉会館）

　社交ダンス練習会（公民館）
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４　おわりに

　今回の取り組みのポイントは、在宅のご利用者様に元気になって頂く為に、地域交流のきっかけを

作る事と、在宅支援に対するコミュニケーションの強化です。地域交流への参加につての移動手段と

いう課題ポイントがありますが、ここを通所介護内でイベント支援的に実施するだけでは、単発のイ

ベントで終わってしまいます。この取り組みで大切にしたいことは、ご利用者様にとって地域とつな

がり続ける事が真の目的であり、ご利用者様を支えるご家族様支援も対象に実施してきましたが、今

後この取り組みを進めて行く上では、地域交流に参加しやすい環境の整備が必要と考えます。

　今後の展開として、法人内にある地域包括支援センターと連携し、更にご利用者様ごとにあった地

域交流の選定と、参加しやすい場所やご家族様も巻き込める交流を検討し、近くのコンビニに出かけ

るようなものから、大勢の仲間を作れるようなものまで、ご利用者様を中心とした地域での交流の幅

を広げ、それぞれの生活の場で元気になって頂ける事を目指していきます。

　この取り組みを進めていく事で、ご利用者様目線での地域包括ケアシステムが構築されていくので

はないかと考え今後の展望を進めて行きます。
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〜トランクソリューションを用いた機能訓練の取り組み〜

神奈川県横浜市

介護付有料老人ホーム　すいとぴー新横浜

機能訓練指導員　小野寺　真吾

１　はじめに

　今回、取り組みを行うきっかけとなったのが、トランクソリューション㈱とのコラボレーションで

した。体幹装具を開発されていたこの会社の装具に感銘を受けた部長が施設で使うことを決めたこと

からでした。私は機能訓練指導員として効果を試すという役割を任せられました。すいとぴー新横浜

の施設とすいとぴー金沢八景での２施設が使用を開始し、これまで継続して使用してきました。結果

からお伝えさせていただくと圧迫骨折後のリハビリ、軽度片麻痺の麻痺側の改善に著しい効果を発揮

する結果を得られました。今回、これまでの取り組みをこの場をお借りしてご報告をさせていただき

ます。

　先ずは、トランクソリューション以下 TS の説明をさせて頂きたいと思います。

①　正しい姿勢を学習出来ます。

　　装具を装着することにより人間の体に正しい姿勢を学習させます。

　　TS により正しい姿勢を体に記憶させます。良い姿勢で動くことでさらに学習をさせます。

②　正しい姿勢が身に付きます。

　　何度も繰り返し使用することにより正しい姿勢が形成されていきます。

③　骨盤を立たせる力が働き、足を振り出しやすくなります。

　　 骨盤を適正な位置まで動かすことは時間がかかりやすく練習が必要です。ご高齢の方には理解が

難しいことが多いのでその手間が省けます。なおかつインナーマッスルの促通により筋出力がアッ

プします。
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④　パッドの抗力を受けながら姿勢を正すことで、インナーマッスルが鍛えられます。

　　意識ではなかなか難しいインナーマッスル（大腰筋）の力を使うことが出来ます。

⑤　正しい姿勢で歩行や立ち座りができるため、腰の負担が小さくなる一方、

　　歩行や立ち座りに必要不可欠な下肢の筋力が鍛えられます。痛みの戻りが少ない体になります。

⑥　下肢の筋とインナーマッスルが自然に鍛えられ、身体能力が向上します。

　では、次に従来の圧迫骨折でのリハビリ時に使用してきた従来のダーメンコルセットです。

①　腹部を圧迫する力で固定します。

②　 姿勢を修正するが、長期使用すると体幹を固定 するための腹部の筋力が低下し、かえって歩行し

づらくなります。

２　事例の紹介

　今回一部ではありますが、ご紹介したいと思います。

　すいとぴー新横浜では、約７名程度のモニターを通して３名の方が大きく結果を出されました。

　最初の方は、圧迫骨折をされた 86 歳　要介護１の O 様です。年齢は 86 歳、男性。この方は腰椎圧

迫骨折の為に痛みを伴っていたことで、次第に寝て過ごされることが多くなり、体力の回復も低空飛

行のままでした。奥様と一緒の階に住まわれて生活されていました、だんだんと奥様と歩くことが少

なくなりました。そして、車椅子を使う日もありました。それが、３か月後なんと何事もなかったよ

うに歩いているではありませんか。

　２人目の方は、軽度の右片麻痺の 78 歳、女性、要介護１の T 様は歩行時に右脚を引きずるように歩

いていました。現在も麻痺は残ってはいますが、歩行訓練を継続して行い、６か月後には歩行速度が

かなり上がり、立ち座りの成績もとても伸びました。麻痺があるにも関わらず。それを感じさせない

歩行になりました。

　３目の方は F 様 82 歳　要介護２　圧迫骨折後、なかなか痛みが取れず「痛いよー、お兄ちゃん何と

かして。」朝のスタッフ間での朝礼では夜間帯に痛みがあり、連日床を這って部屋から出てきてしまう

という報告。このままでは車椅子の生活、そして寝たきり状態になってしまう。家族様の残念な顔が

思い浮かびました。痛みが落ち着いてきたところを機に使用を始めました。すると、ちょぼちょぼ恐

る恐る歩いていたＦ様が日を追うごとにしっかりとした歩行に変化し笑顔が戻ってきました。

　すいとぴー金沢八景でも、８名の方が参加され側彎があるご利用者の方が改善し、真っ直ぐ歩ける

ようになったり、バランス機能が飛躍的に伸びたり、転倒ばかりしていたご利用者の方が転倒の頻度

が激減したケースなどがあります。
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　このように TS は装着しただけで、ほぼ、すべての方の歩く姿勢が改善したり、片脚立ちが改善したり、

立ち座りに変化が出たりと驚きの効果を見せつけられました。

　ただ、残念なことに気持ち的に参加意思がない方も多くいました。「そんなのつけたくないわよ。」

「かったりーな。」「そんな大げさなものやめて。」等、適応の方でも前向きにとらえていただくことが

出来ない方たちが半分くらいいたことも事実です。取り組みを行ってもそういったケースでは変化が

少なく、効果を最大限に享受することが出来ませんでした。

３　取り組み内容

　内容はとてもシンプルで、機能訓練の時間で週に１〜２回の機能訓練でのフロア廊下歩行、椅子か

らの立ち座り、つま先立ち、片脚バランスといったメニューをＴＳをつけて行ってきました。また、

フロアごとの体操や運動、ご自身での運動がプラスアルファの要素でした。

４　結果

　５メートルの歩行では、７ヶ月間の中で圧迫骨折後のＦ様は 36.0 秒から 7.5 秒（0.67m/s）に短縮、

同じく圧迫骨折後の O様は３ヶ月で 6.0 秒から 3.6 秒（1.39m/s）、 右片麻痺のある T様は６ヶ月で 7.8

秒から 3.9 秒（1.28m/s）、その他、TS ㈱の HP でも確認できる動画では歩行姿勢改善の結果が良く出た

方もいます。是非、ご自分の目で確かめていただきたいです。

５　考察

　今でもご利用者様がギクッときそうになる瞬間はあります。ですが、その時には必ず、悪い姿勢になっ

ています。頭、腕、体幹が体の前に位置している、いわゆる猫背です。この悪い姿勢の積み重ねによ

る局所への負担です。ですが、正しい姿勢での運動を再度、行うと痛みは軽減していきます。これは

血流などの回復により筋が感じる痛みの閾値が上がることにあります。この結果により筋肉を正しく

使うことで痛みを感じにくくなります。そして、痛みが気にならないところまで改善する。

　さらに言えば、私たちの体は筋肉で動き、筋肉で支えらえています。そこで重要な役割をしている

筋肉が大腰筋というお腹のインナーマッスルです。腹筋群などの力がしっかり入らないとこのインナー

マッスルは愚かお尻の筋肉はいくら歩いたとしても使うことが出来ないのです。そうなるとどうなる

のか？答えは簡単です。逆に腰や膝に負担が来ます。正しく歩かないことが腰痛や変形性関節症等に

繋がる可能性があります。今は問題ない方でも特に 50 代、60 代の方で現在、運動の習慣がない方たち

にはお勧めです。いつまでも健康な体で歩き続けたいと考えている方には良い選択になるはずです。

６　おわりに

　私は当初、面倒な案件がまた入ってきたなと頭では思っていました。しかし、今はこの道具に早く

から目を付けた部長に感謝しています。すべてはこの道具を使うという選択をしたことによって、こ

のように素晴らしい結果を得られたからです。今後は、これをきっかけにして介護度の改善に繋げて

いきたいと考えています。

　この道具はすべての方に適用というわけではありませんが、間違いなく新しいアプローチの側面を

もたらしてくれた道具です。正に「福祉の未来を拓く道具」であると断言します。この道具によりセ

ラピストのいない老人ホームやデイサービスでは難しかった痛みの改善や機能回復までの時間短縮、

が可能になったといっても過言ではありません。管理者の方であれば教育に時間がかかる、導入時の

お金がかかる懸念もあると思います。老人ホームはリハビリ施設じゃないと言われるかもしれません。

　ただ、どうでしょう。何事にも実らせるには時間がかかります。ある程度の投資も必要です。私ど
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もも半年間以上時間をかけてきました。

　しかし、国の方針が介護度の改善を目指すことに変わりつつある今、不必要な時間であったと言え

るでしょうか？これから私たちはどうやって介護度を改善していくのでしょうか？ＰＴをたくさん投

入しますか？それとも場所を取るリハビリマシンをおきますか？それも有効な手段です。しかしなが

らＴＳは場所の問題や長期的なコスト面を考えても今後の福祉業界で有効な選択肢であることは間違

いがありません。

　また、指導員の方も介護職の方も、この道具を通して姿勢の重要性を再認識し、きっとたくさんの

ことを感じると思います。そして、勉強することが出来ます。いかに無意識では筋肉が使えないかを、、

そして、人間の体の可能性を感じます。圧迫骨折からの復帰はご利用者様の痛みが残存していること

が多く関わる側も悪化させないかと不安になり、ついつい安静にさせ過ぎてしまうことがあります。

それでも前向きに取り組むことが出来ました。その他、なかなか変化の出ずらい麻痺の方も軽度であ

ればスムーズな形で歩行などの機能回復が出来ます。双方にメリットがあり、何よりもフレイルやサ

ルコペニアからの脱却を確実に行うことが出来ます。繰り返しますが、今、国の方針が変わりつつあ

ります。私たちに出来ることはなんでしょうか？もう一度考えてみてください。さあ、あなたの施設

ではどうされますか？

65



〜準夜勤導入における生産性の向上〜

横浜市都筑区

介護付有料老人ホーム　ニチイホーム仲町台Ⅱ番館

介護職員　山野　大輔

１　はじめに

　現在の社会ではどの職種や業界においても人材不足が問題となっている。特に介護業界では、利用

者ニーズの増加や団塊世代の高齢化が進んでいく中で介護サービスを支える人材が不足していること

が大きな問題となっている。私が働く有料老人ホームでも例外ではない。今年の４月から９月にかけ

て、ほぼ毎月転職・退職や異動などが重なり、常勤の職員数が減少し、日勤帯における職員の確保が

難しくなり、シフト作成が困難な状況になってきた。また勤続年数がある程度長いサブチーフや中間

層が多く離れたことで、職場内のバランスが崩れ、残された職員の負担が増加した。その為、日勤帯・

夜勤帯を問わず業務内容の全体的な見直しを行い、さらなる業務改善を行っていけるかを、ある仮説

を立てて考えた。

　仮説「４人体制の夜勤の人数を減らし、日中の職員を確保することで仕事の分担を行い、生産性の

向上が望めるのではないか」

　研究の目的は２つである。１つは夜勤とは別に準夜勤といった勤務形態を導入することによる変化

や実施結果の報告を行い、他施設や他業種への情報提供である。もう１つは、ホーム内での作業効率

の改善、向上を行うことで結果的に全体的な経費削減に繋がるのではないかと考えた。

２　事例や取組の紹介

　研究対象は、従来の業務内容及び準夜勤導入後の業務内容とし、研究期間は平成 29 年４月から９月

までとする。事例内容に入る前の情報として、まずはホーム運営と準夜勤について簡単に説明する。

私が勤務するホームは、満床で 93 床であり、現在は 85 名のお客様がご利用されている。フロアは４

フロアに分かれており、そのうち２〜４階が住居スペースになっている。２階が要介助のお客様が多

いフロアで、３階が自立と要介護のお客様が混在しており、４階はほとんどが自立のお客様となって

いる。現在職員は２階がＡチーム、３・４階がＢチームとチーム毎に分かれている。

　次に準夜勤についてである。以前までは夜勤は２階が２人、３・４階が２人の４人体制で行っていた。

そして３・４階のうち１人が夜勤帯のリーダーとなる。通常の夜勤の場合は 17 時〜翌 10 時までの勤

務であるが、準夜勤は 22 時〜翌７時までの勤務となる。また夜勤明けにあたる日が準夜勤はシフト上

で公休扱いとなるため、その翌日にも勤務となる可能性がある。そうすることで日勤の職員を確保す

ることが出来る。ここから準夜勤導入後の結果報告を行う。

　【４月〜６月】

　　 　最初の３ヶ月間は、３階職員のみが準夜勤を行うこととなった。夜勤に入った３階職員は自動

的に夜勤リーダーを務めることとなる。しかし導入後にある問題が出てくる。４月の段階で勤務
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時間が短く、リーダーを経験していない職員が数人いたことと、導入後初めての月のため、有給

取得が難しかったことが重なり、特定の職員が一ヶ月の間でほぼ毎日、ホームに出勤している状

態になってしまった。その為、５月以降のシフトでは、準夜勤の翌日と翌々日を連休にしたり、

準夜勤後の日勤を遅番にしたり、リーダーとして夜勤に入ることで、特定の職員にのみ負担がか

からないように微調整を加えた。夜勤帯でお客様が落ち着いた時間に私物返却や食堂ホールの清

掃、ゴミ出し等の間接業務を集中して行うことで、日勤帯あるいは他の夜勤帯の時間の業務を分

散化することが出来た。準夜勤導入の影響により、日勤帯の人員に若干の余裕はでき、レクリエー

ションや体操は休まず開催出来るようになった。

　 　 　しかし準夜勤のマニュアルが一からの作成であり、大まかな流れしか書いていなかったため、

職員によって仕事量に差が出ることが課題として見えてきた。

　【７月〜８月】

　　 　７月からは２階の職員も準夜勤の導入を開始し、時短職員やパート職員を除くほぼ全ての職員

が準夜勤を経験することとなった。２階の職員が準夜勤の際は、リーダーが２階のナイトケアや

朝９時の定時排泄に入るようになった。しかし、昨年の同時期に比べ、各階それぞれで介入する

お客様や１人に対する介入の量が増加したことにより、ナイトケアや食事介助に時間がかかり、

遅番が定時で上がれないことが多くなってきた。日勤帯では、はじめに記載した通り、常勤の職

員が減少しており、日勤帯の人員確保が難しくなり、人が多い時と少ない時のバランスが難しく

なってきた。そこで夜勤専門の職員を採用しシフトの組み換えを行い、必要時間の人員の確保に

努めた。この時、日中のレクリエーションや体操は時間の確保が難しい状況であったり、場所を

変更して行うことで見守りを兼ねての担当になることもあった。有給休暇については６月から取

得は可能となる。

　最後に職員からの意見としては以下のようなものがあがった。

　・ 通常夜勤が 18 時間のため、８時間の準夜勤では仕事内容、体への負担は軽減されるも、明け当日

が公休、翌日は出勤となるため休んだ感がしない。

　・出勤時間が遅く、生活リズムが作りにくい。また帰宅者とすれ違うとモチベーションが下がる。

　・休みの時間を効率的に使える。

　 以上の意見が上げられた。

３　考察

　準夜勤導入によって考えられるメリット、デメリットについて考えていく。まず１つ目のメリット

は日勤帯に職員を確保できるため、リネン交換やレクリエーション、入浴といった業務に対して確実

に人員確保を行ったうえで余裕を持ったシフト作成が可能であることだと考えられる。もう１つは、

各チームベースでのケアから、全体ベースでのケアで考えていく必要があるため、介護技術や知識の

向上が見込めるのではないかということである。しかしデメリットとしては遅くからの出勤の為、体

のリズムが作り難い、あるいはリズムが狂ってしまうことである。またもう１つのデメリットとして

職員の意見にもあるように、体の疲れが取り辛いのではないかということである。

　また準夜勤導入が急だったためマニュアルが大まかな物であったが、今一度詳細な流れを精査した

り、業務内容の組み換えを行ったりし、業務の差を無くしこれからの業務調整に取り組んでいきたい。
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４　おわりに

　この研究を通して、準夜勤導入によって一定の生産性の向上はみられたが、導入以前にどういった

流れでどのような内容をするかといったシステム構築が重要なカギになってくるのではないか。

　残された課題としては夜勤の人数が少なくなる中で、お客様の安全をどのように守っていくのか。

　また職員の安全や健康管理をどのように守っていくかがあげられる。

　各事業所や他施設においては、それぞれの形態やお客様の状況に合わせた勤務システム構築の情報

に役立てて頂ければと考える。

　最後に業務多忙の中、研究に協力して下さったホーム職員、ありがとうございました。これからもホー

ム全体で業務改善に取り組んでまいります。
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〜　Audience　/　work of art  [ お客様　/　芸術作品　]〜

横浜市泉区

ツクイ横浜中田

管理者　多田　英二

相談員　東　由樹子

作業療法士　田上　果林

１　はじめに

　2014 年４月のツクイ横浜中田デイサービス開所以来、「手工芸・趣味活動」を前面に出し、お客様の

笑顔集めをしております。2016 年６月よりセラピストをチームに迎える事により、グレードアップす

る事も出来ました。作品作成（趣味作業）を訓練プログラムにプラスし、手作業訓練などを楽しみを持っ

て実施しております。作品が完成した時の「喜び」や「達成感」で心・精神面のプラスとなり、また

次への「意欲・生きる」にも繋がる様にサポートさせて頂いております。

　またデイサービスという物に当てはまらない何かを目指しております。

２　事例や取り組みの紹介

　2014 年４月の開所より Audience　/　work of art 「お客様　/　芸術作品」にこだわり、参加型イ

ベントとして毎月 10 回ほどはご用意しておりました。普通のデイサービスと言われる事ない様な物を

趣味作業で提供し、ご家族様や若い世代の方にも受け入れてもらえそうなレベルの作品などを用意し

ておりました。持ち帰って頂いた作品により笑顔のコミュニケーションのお手伝いになっている様で

す。お客様が作品をご家族様や若い世代の方に作品を見せ、その方たちと繋がる事が出来き笑顔の機

会が増えている様です。そんな話をデイに来所された時には、笑顔で嬉しそうに・自慢げにお話を下

さいます。この中で、「うつ」をお持ちのお客様がご利用しイベントに参加されておりました。当初は

表情も重く硬く利用されておりましたが数回のイベント「木材とエアープランツ」「ぺパナップフラ

ワー」「メルトアート」「ストリングスアート」などに参加される内に笑顔が増え、積極的にイベント

にも参加される様になり、体験された事の無いものなどは特に積極的で意欲的でありました。

　状態も良くなり最終的には介護保険を笑顔で卒業する事となりました。

　その他のお客様でも継続的にイベントに参加されていますが、作品でのコミュニケーションによる

事で、自身の存在を再認識し次に繋がる意欲となっている様です。

　この様な事を継続的に実施し機能訓練プログラムの中にも加えて出来る様に致しました。

　お客様希望と残像機能を生かせる様、訓練プログラムを考えさせて頂いております。機能訓練プロ

グラムでの作品作成・作業もプラスし「出来ないを出来た」に変え、新たな発見・自信・在宅生活継

続の為に、他職種との連携も図りお客様へのサポートをさせて頂いて居るところでありました。

　2016 年６月よりツクイ横浜中田での Audience / work of art 「お客様　/　芸術作品」に作業療法

士が加わる事になり、手作業 /巧緻動作訓練の導入を計り強化致しました。

　機能訓練プログラムでの作業療法の一環として、曜日を限定し、「切り絵」を導入しております。セ

ラピストが入職した当時から、デイサービス内で切り絵に取り組まれているお客様がおり、その完成
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度の高さに驚くと同時に、他のお客様でも「私もできるかもしれない」「私もやってみたい！」という

気持ちを増やせないか、と考えました。

　　作業を導入するにあたり、いくつかの工程に分け、実施いたしました。

　①　デイサービスでの機能訓練スペースの壁面に切り絵の常設展示スペースを確保

　②　２週間〜３週間のペースで展示作品の変更

　③　機能訓練時にお客様へ展示スペースを開始したことを周知

　④　興味を示してくれたお客様へ、図柄の大きいものからお試しでの作業導入

　⑤　２〜３回実施し、今後も継続して実施できるか、ご本人と相談

　⑥　実施継続の場合、機能訓練プログラムの内容に落とし込み、作品の作成

　　　→出来上がったものは写真 or カラーコピーで作品保存

　出来上がった作品はご自宅へお持ち帰り頂き、デイサービス内で展示し、ご本人とほかの方々との

会話の機会を増やし、営業所とご本人、ご家族との情報共有を行っております。作業集団は４〜５名

の少人数で実施し、作業時間は１時間〜１時間 30 分程度とし、　作業の途中でお茶やコーヒーなどを

提供し、ブレイクタイムを設定しております。

　昨年 12 月より作業工程開始し、現在に至りますが、お客様の中には日常生活の中で、切り絵の時間

を設定し、趣味活動、日中の生活リズムとして活用、定着してきているお客様もいらっしゃいます。

　また、外出の機会やご本人の自信、自己表現の機会につなげるため、日本きりえ協会のご協力もあり、

東京都美術館での「きりえ美術展」への出品も決定いたしました。また泉区内ギャラリーでの作品展

も決定しており、こちらではアーティスト（作成したお客様）にも作品の説明者として参加出来るか

調整中であります。

　今後も、このプログラムを継続して実施し、作業療法での「切り絵や作品制作」を取り組むことで

の精神状態や身体状態への効果も考察していければと思います。

３　考察

　作品による作業療法・訓練・作成・披露などでのコミュニケーションで再度自分の存在を認識し、

今の時代を生きてる事を感じて頂き更に精神状態や身体状態への向上へと繋ぐお手伝いが出来ている

と思います。

４　おわりに

　今後もこの様な活動をチームで継続し、多くのお客様が多くの方がと繋がる機会を持てる様にし、

お客様の笑顔集めを継続して参ります。

　「存在する事は、反射されて認識出来るもの」と考えます。その事をお手伝い出来る様に引き続き極

めて参りたいと思います。
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左：　お客様との作品　ハーバリョウム

右：　CUTART　作業療法　きりえ
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“「自宅」として、いつまでも自分らしく暮らしていける”こと

〜　自宅よりも安心して住み続けられる「住宅」　〜

藤沢市

ツクイ・サンフォレスト辻堂西海岸

ホーム長　荻原達一郎

１　はじめに

　現在国が推進している「地域包括ケアシステム」では高齢者が住み慣れた地区で最後まで自分らし

く生活できる様、自宅等を中心に介護・医療・地域の住民・団体・企業等が連携して高齢者を支えて

行こうという方向性が謳われております。

　近年人気のサービス付き高齢者向け住宅は正に「自宅」としての自由な暮らしをベースに地域の様々

な機関や個人、団体が関わって最後まで高齢者が安心して暮らしていけるいわば「地域包括ケアシス

テム」の中核的な存在ではないかと考えます。

　昨年 10 月 20 日にオープンしたサービス付き高齢者向け住宅「グレイプス辻堂西海岸」は世帯数 158

世帯の県内最大規模の高齢者向け住宅で、１階には弊社株式会社ツクイが「ツクイ・サンフォレスト

辻堂西海岸」のテナント名でケアプランセンター・ヘルパーステーション・デイサービスを併設して

おり、自立の方から要支援・要介護状態の方まで９月現在既に 140 世帯が入居されております。（平均

年齢 82 歳、自立の方 50％：要支援 /要介護の方 50％、男女比およそ１：２の割合）

　今回我々が運営面でまず最優先した事は、入居者の方々が自立〜要支援・要介護状態に関わらずい

つまでも地域との関わりを途絶えることなく自分らしくそして安心して暮らしていける「住宅」であ

る事。

　自立の方々には様々な社会活動の継続支援や自発的サークル活動支援、様々な情報提供、要支援・

要介護の方々には弊社及び周辺他社からの介護サービス提案・提供、医療機関との連携による在宅介

護の限界点の引き上げをベース（安心 / 安全）に地域資源を活用したイベント企画・実施や地域との

コミュニティ企画などその方の有する能力に応じた余暇活動の充実など・・・。本日はそんな取り組

みの一例を発表いたします。

２　事例や取組の紹介

　① 　まずは自立の方ですが 60 歳以上が入居要件の為、現在入居されている方々で 60 歳代の方はパー

ト勤めの方など働かれている方も多数いらっしゃいます。そういった「現役」の方々にはアクティ

ブな生活を楽しんでいただける様、１階フロントにてコンシェルジュより様々な地域の情報（地

域イベント情報・地域コミュニティ情報・飲食店情報・医療機関情報発信など積極的に対外的余

暇活動を楽しんでいただける支援をしております。

　　 　また、社会参加の観点から入居者間での自発的サークル活動支援（現在は麻雀サークル・コー

ラスサークル・手芸サークル・囲碁 / 将棋サークルが進行中）を行っています。（毎月各サークル

所属入居者と当ホーム担当で定例会実施の上、サークル活動予定を決定）これにより入居者間で
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のコミュニティの確立と社会参加による自尊心向上が「自宅」として暮らし続けられる健康寿命

延長の一端となればと考えております。半面自立者であっても定期面談実施により、心身面の確

認や生活上の問題点・要望等の把握に努め「暮らし続けられる安心感」と「メンタル面のフォロー」

に努めております。

　　（定期面談は要支援・要介護の方々も同様の趣旨で原則毎月実施中です）

　② 　次に要支援・要介護者の方々には、まず「自宅」として最後まで暮らし続けることができる様「在

宅介護の限界点の引き上げ」の観点から適切な在宅介護サービスの提案提供、重度者の方には地

域の医療機関・薬局等との連携により、訪問診療や薬の一包化の提案等入居者及びそのご家族も

安心できる体制を構築し、その部分をベースに「自宅」として要支援・要介護状態でも変化のあ

る生活を楽しめる様、それぞれの有する能力で楽しめる地域資源を活用した様々なイベントやコ

ミュニティを当住宅内ホールにて実施中です。

　　自立の方から要支援・要介護の方まで楽しめる開催中のイベントやコミュニティの例として

　　＊ 　絵画教室・・・地域の絵画教室講師が毎月２回開催。地域住民も参加の為コミュニティとし

て有用。毎回出来上がった作品は館内展示により入居者の参加意欲向上に繋がります。

　　＊　シニアヨガ教室・・・地域のヨガ教室講師陣によるシニア向け（要支援要介護者含む）

　　　ヨガ教室。こちらも地域の一般住民も参加中の為既に地域コミュニティ化されております。

　　＊　介護予防体操教室・・・地域の健康体操講師による介護予防体操教室。

　　＊　シニア向け社交ダンス教室・・・地域の講師による要介護者も楽しめるダンス教室

　　＊　野菜即売会・・・地元業者による定期的な野菜即売会。毎回大盛況です。

　　＊　ワイン会・・・地元在住のソムリエによる定期開催中の夕食時のワインのグラス売り。

　　＊　多世代交流会・・・たかすな保育園など近隣の園児との毎月１回開催中の交流会。

　　　 　園児による歌と踊りの月１回の発表会とプレゼント交換会や共同工作など。ワイン会、多世

代交流ともに自立の方から要介護状態の方まで毎回大盛況です。

　　＊ 　毎月１回のライブショー等・・・様々な地元アーティストやボランティア等による参加型ラ

イブショー（ジャズ / フラダンス / 昭和歌謡 / ハーモニカ / アコースティックギター etc）。こ

ちらは、対外的にも告知をする為、一般の方や入居者のご家族の参加も多く、毎回地域コミュ

ニティの場となっています。

　　＊ 　その他、地域医療機関・企業等によるセミナー・・・定期開催中。地元医療機関による高血

圧セミナーや糖尿病予防セミナー、新聞社による脳トレセミナー、乳製品企業による腸内セミ

ナー、保健会社による遺産相続セミナー等。毎回ご家族と一緒に参加される方も多い状況です。

以上は現在実施中の取り組みの一例ですが、目指す方向性は“自宅よりも安心して住み続けら

れる「住宅」“　であること。

　　その場所が“「自宅」として、いつまでも自分らしく暮らしていける”場所である事。

　 　そのような住宅を目指して日々、「自宅」として入居者の方々にとって何が一番必要かの観点で様々

な取り組みを進めております。

３　考察

　高齢者の方々が「終の棲家」として選択されるのはどのような場所なのか？

　もちろん、高齢者及びそのご家族のニーズにより、最後まで自宅であったり、介護施設であったり、

医療機関であったりと様々です。そんな中で自宅としての自由さをベースに自宅よりも（ご本人 / ご

家族にとっても）安心できる住宅・・・

　たとえば安否確認サービスや介護相談窓口、24 時間職員常駐による緊急時対応等が基本サービスと
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して備わっている「住宅」なら将来に渡って自宅よりも更に安心できるのでは？

　そして、前述の地域資源の活用により生活面の充実、地域連携による介護面 / 医療面のサポートが

あれば“自宅よりも安心して住み続けられる「住宅」”では？

　そのような観点から今後サービス付き高齢者向け住宅は「終の棲家」として十分に選択肢のひとつ

になりえると考えます。

４　おわりに

　超高齢化社会の中で「地域包括ケアシステム」の観点から高齢者が住み慣れた地区で最後まで自分

らしく生活できる様、自宅等を中心に介護・医療・地域の住民・団体・企業等が連携して高齢者を支

えて行く事の重要性が高まるにつれ、今後その選択肢としてサービス付き高齢者向け住宅は益々注目

されていくと考えております。

　当「グレイプス辻堂西海岸」も様々な取り組みをもって、入居者の方々が最後まで地域との関わり

を途絶えることなく自分らしく暮らしていける安心を常に提供できる「住宅」として地域に貢献して

いきたいと考えております。

　サービス付き高齢者向け住宅「グレイプス辻堂西海岸」（ツクイ・サンフォレスト辻堂西海岸）をど

うぞよろしくお願いいたします。

＜毎日を彩る共用施設＞

１F

グレイプスホール（食堂・バーコーナー）

食堂テラス

２F

フィットネスルーム

シアタールーム

３F 和室

４F アトリエ

５F サロン

屋上 屋上テラス

共同浴室

広々浴室（２F）

美白湯（３F）

ミストサウナ（４F）

檜風呂（５F）
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〜栄養改善から機能訓練へ〜

川崎市麻生区

ツクイ川崎千代ヶ丘

管理者　信藤　靖彦

１　はじめに

　ツクイ川崎千代ヶ丘は、管理栄養士と理学療法士が常駐しているデイサービスになります。機能訓

練を行うにあたり、栄養が取れていない状態で訓練を実施しても、効果が出にくい状態になります。しっ

かり栄養を摂り、その上で適切な訓練を行うことでお客様の日常生活をサポートできるものになると、

ツクイ川崎千代ヶ丘では考えました。

２　事例や取り組みの紹介

　10 月から本格的に進めていくに当たり、まずは管理栄養士、理学療法士との打ち合わせを実施しま

した。色々な問題もありましたが、その上でまずしなくてはいけない事は、職員さんたちへ栄養改善

の必要性を説明する事でした。今までのツクイ川崎千代ヶ丘では、ウリは機能訓練と様々な行事とい

うスタイルで運営を行っておりましたので、職員さん達にとっては新たな取り組みが始まるという事

での不安がありました。しっかりとした形にして行く為にも職員に対して、栄養改善の必要性をしっ

かり伝えられるかどうかが肝心でした。その為こちらも不安な気持ちになりましたが、提供する内容

が変わっても、お客様の満足度を向上させるという全員共通の目標がある為に思いのほかスムーズに

事は進み、職員も納得したうえで取り組んでいく準備が出来ました。

　続いて、本格運用していく前に管理栄養士がお客様に説明を行い、栄養改善加算の算定項目に該当

するお客様に栄養スクリーニングを開始しピックアップを開始しております。

　通所介護では様々な加算はありますが、基本的には個別機能訓練加算を算定しているデイサービス

が多く、栄養改善加算を算定しているデイサービスは実は多くはありません。なので、次に実行した

事は、近隣のケアマネジャー様や医療機関の担当者の方に栄養改善の必要性をご理解頂く為の説明会

です。20 人近くの方達に集まって頂き、無事に説明会は完了しております。

　10 月から本格運用するにあたり、現状準備が完了した段階ではありますが、すでにスクリーニング

を行い加算対象に該当している方が居ますので栄養改善のサービスを提供していきたいと思います。

その上で理学療法士からの機能訓練を提供し、栄養状態が良好な状態で効果的な機能訓練の提案を行っ

ていきたいと思います。評価ツールとして、全身の筋量を測定するマシンを事業所に用意した為に、

数値的にも目で見て改善が実感される物にしていく予定です。
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３　考察

　先ほどの記載にもありますが、今回栄養改善をウリにしていくにあたり、職員の皆が栄養に対して

の意識が向上し、今までと違う手段にて満足度を上げていくというきっかけになったので、必ず成功

させていきたいと思っています。

４　おわりに

　最終的にはお客様に提供するサービスの質の向上が目的になりますので、これからもお客様に選ん

で頂けるデイサービスになる様に、新しい取り組みの発信は止めず、進化を続けていきたいと思って

おります。
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〜地域でつくる『シュウ活』〜

横浜市戸塚区

株式会社ツクイ

エリアサービスコーディネーター　菊池　友香

１　はじめに

　シュウ活の『シュウ』には〝集″と〝衆″の意味があります。

　高齢者の孤独死、近所付き合いも薄れお互いに無関心な時代などが日々聞かれる中で「それでもやっ

ぱり住み慣れた地域でいつまでの生活したい！」これは誰もが思う事です。

しかし「そういえば最近あの人見ないわね？」

　「町内会館で何かあるみたいだけど歩いていけないなあ・・・」

　「地域ケアプラザまで相談に行くにはちょっと遠い」

　「身体の事は気になるけど病院行くほどじゃないのよね・・・」など地域で安心して暮らすにはまだ

まだ多くの課題があります。

　住み慣れた地域で自立した日常生活が送れる。その為には、私たちは何をすれば良いのか？

　「介護の施設は利用していないと相談できないと思った」

　「介護施設という事は知っているけど挨拶程度まで・・・」

　こんな地域の声から、まずは地域と地域の施設を結ぶ仕組を作ろうと、昨年より「地域交流会」を

スタートさせました。

　地域にある多くの施設＝資源が、企業の垣根を超えて、しっかりと手を結べば、地域の人達が〝衆 "

となり、さらに地域の資源が〝集 "まる。そんな事例をご紹介させて頂きます。

２　事例や取組の紹介

　現在、戸塚区の東俣野町・影取町地域で行われている地域交流会（「げんき UP 交流会」）についてご

紹介させて頂きます。

　この交流会の主催は町内会長です。これは地域主体で活動する上で重要なポイントとなります。

　施設は企画・開催・人の確保・場所の提供を行います。主体的に地域に声かけをしていただくのは

町内会です。

　町内会長を主催とすることで地域住民の意識や民生委員・地域ケアプラザも活動しやすく、また地

域の情報交換もしやすくなります。

　この交流会には毎回、介護予防を意識した専門職種のミニ講座や家でもできる体操、健康・お薬・介護・

施設・歯の相談コーナーを設け、個別に相談もできるようになっています。

　健康コーナーでは地域の医師や訪問看護の看護師が対応、またお薬・介護などについては各施設の

専門スタッフが担当し、相談にのります。
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　第一回目（平成 28 年７月 14 日）は介護：６社／医療：２社で参加者は 40 名でしたが、第三回目（平

成 29 年７月６日）では介護：10 社／医療：６社、参加者数は 80 名となりました。

　回数を重ねるごとに近隣の介護施設へ直接相談がくるようになり、気軽に声を掛けて頂ける関係性

ができました。

【１回目】平成 28 年７月 14 日　東俣野町内会館にて

【３回目】平成 29 年７月６日　特別養護老人ホーム　けいあいの郷　影取にて

　開催後は、アンメート結果を踏まえ、関係者が反省会を行い、次につなげる情報交換を行ないます。

　３回の開催を終え、地域に新たな変化がありました。

　①さらに協力施設が増えた。

　②２回／年の開催から毎月１回の開催となった。

　③ これまで一部の施設が主体的に動き開催していたが、各施設が月毎に当番となり主体的に開催す

る事となった。

　その他、この会をきっかけに、地域のサロンスペースとして開放された介護施設や、施設で活動し

て頂けるボランティアさんも増えました。

　少しずつですが“顔の見える関係性”が始まっています。

　家族会へのお誘いも頂き、これをきっかけに地域の皆様と作る地域限定（中学校区）の「認知症ガ

イドブック」作成も進んでおります。
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３　考察

　『シュウ活』を行う事によって地域の人たちが“衆“まり、その結果、地域の人たちが地域の資源を“集”

め、医療・介護を結びつけてくれたと感じております。

　「地域包括ケアシステム」の「医療・介護の連携」を考えた時、私達施設側はつい専門的に考えてし

まいがちで、ご利用されているお客様を通じた情報共有等で満足していたところがあります。しかし

ご利用されていない人たちも地域包括システムの大切な資源である事。そして地域の人たちをが〝衆″

まる事が、私達施設側が求める「医療と介護の連携」を進める近道、つまり大きな力になるのだとい

う事はわかりました。

４　おわりに

　今回ご紹介させて頂いた交流会を通して、地域の皆様の健康に対する意識の高さにも驚きました。

この意識にどれだけ私たちが寄り添い、支援できるか・・・。

　この交流会を地域づくりだけでなく、住み慣れた地域で自分らしい日常生活が送れるよう、地域の

課題を得る場、そして解決できる情報発信の場として、継続的していきたいと思います。
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「第5回かながわ福祉サービス大賞」の主催者である

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会のささやかなご紹介

名 称 公益社団法人かながわ福祉サービス振興会

事 務 所 横浜市中区山下町 23番地 日土地山下町ビル 9階

目 的 高齢者や障害者が心身の健康を保持し、自立した日常生活を営むことができ

るよう、地域福祉サービスの振興と質の向上を図るとともに、子育て支援を推

進することにより地域福祉の増進に寄与することを目的とする。

事業内容

(1) 介護・福祉サービスに関する情報の提供

(2) 介護・福祉サービス評価の推進

(3) 介護・福祉に関する各種相談

(4) 介護・福祉人材の確保及び育成

(5) 介護・福祉に関する調査研究

(6) 指定情報公表センターの業務

(7) 指定調査機関の業務

(8) 指定都道府県事務受託法人及び指定市町村事務受託法人にかかる業務

(9) 高齢者及び障害者の社会参加並びに就労支援に関すること。

(10) 行政機関その他の関係団体との連携並びに介護・福祉の振興施策等に関する提言

(11) その他公益目的を達成するために必要な事業

設立許可年月日 平成 24年 4月 1日

（平成 9年 3月 31日に設立した社団法人から公益社団法人に移行）

規模・職員数 常勤職員４３名、非常勤職員数１０６名（平成２９年１月１日現在）

会 員 数 １９４社（正会員 一般５５、県市町村３４、賛助会員１０５）

（平成２９年１月１日現在）

会 費 等 入会金 正会員 ５万円、賛助会員 １万円、個人会員 無し

会費（年額） 正会員 １２万円、賛助会員 ６万円、個人会員 ３千円

※但し、市民参加型団体は会費減額（1万円）規定あり。

発行・お問い合わせ

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会

かながわ福祉サービス大賞 実行委員会

〒231-0023 横浜市中区山下町 23番地 日土地山下町ビル 9階

TEL.045-671-0294 FAX.045-671-0295

HP: http://www.kanafuku.jp/
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すいとぴー 検索

お客様の事業運営をファイナンス面から
サポートします！

●リース　●オートリース
●割賦販売　●ファクタリング　他

株式会社日本信用リース（ニチイグループ）
東京都千代田区神田駿河台２－５－１２　NMF駿河台ビル５階
ＴＥＬ：０３－５２８２－３８１２　ＦＡＸ：０３－５２８２－３８１４

取り扱い商品

お困りではありませんか？

新たに設備投資を
したいけど
手元資金が…　

老朽化設備を
更新したいけど
イニシャルコストが…　　

モノクロ出力 3円から　カラー 25円から
ワンストップサービス
即日納品出来ます！





TEL：045-671-0294公益社団法人かながわ福祉サービス振興会お問い合わせ

検　索かながわ福祉サービス大賞各回の発表演題はWEBに掲載中!

第4回 サービス大賞受賞

第3回 サービス大賞受賞

第2回 サービス大賞受賞

第1回 サービス大賞受賞

事業所：小規模多機能ホーム ななかまど

演題：
「小規模多機能は在宅への
　　　　　　　架け橋となり得るか」

事業所：有限会社ふれんどりぃ

演題：
「利用者の生きるに寄り添って」

事業所：学研ココファン日吉

演題：
「その人らしい住まい方実現
　～豊かな感情表出・自由に外出できる暮らし～」

事業所：小規模多機能型居宅介護おたがいさん

演題：
「被介護者ではなく
　地域資源としてのお年寄、たくさん!」


