
入れなど、施設で地域住民を待つ取り組みを中心
に行ってきました。しかし、それだけでは地域の
福祉ニーズを十分に満たすことができないとの考
えから、施設を出て、地域住民の身近な場所に新
たな拠点をつくることにしたのです。
その場所として注目したのが、当施設が所在す

る四條畷市の商店街です。この地域は非常に高齢
化が進んでおり、商店街があるエリアの高齢化率
は40％近くにもなります。杖や手押し車を使って
買い物をする高齢者が多く、休憩場所や、気軽に
相談できる身近な窓口の必要性を感じました。
こうして、商店街に高齢者を
対象とした地域福祉の拠点を設
けることが決まり、不動産会社
や家主のご理解により、商店街
の入り口という好条件の空き店
舗を、予算内で賃貸契約するこ
とができました。
続いて取り組んだのが、地域
福祉に携わる方々や団体との連
携です。「よろか」が地域の社
会資源として広く認知され、有
効活用されるためには、介護保
険事業者や行政、社会福祉協議
会、民生児童委員会や自治会な
どとの連携が欠かせません。さ
まざまな立場の方々と意見を交
わすことは非常に有効で、事業

を開始してからも定期的に情報交換や意見交換を
行っています。また、商店街組合への説明もてい
ねいに行うことで理解を示していただき、組合に
加盟することができました。
そして、運営に関してはボランティアとして四
條畷市が奨励する介護予防体操「カラコロ体操」
の参加者に携わってもらうことになりました。さ
らに、ボランティアの全国組織であるNPO法人ナ
ルクとも連携し、定期的にボランティアを派遣し
ていただくことで、地域住民への多様なサービス
の提供を実現しています。

福祉施設の実践事例発表
〜役立つ活かせる工夫とアイデア

高齢者福祉施設・ 
事業所
における工夫事例

　高齢者福祉施設・事業所の現場では、スタッフが日々の利用者への援助・支援においてさまざまな創意・
工夫を行うことによって、福祉サービスの改善、質的な向上がはかられています。こうした創意・工夫は、
全国の福祉施設・事業所で活かせるアイデアとノウハウです。
　本講座では、創意・工夫の情報を共有することで、福祉サービスの質の向上を図ることを目的として、
高齢者福祉施設・事業所での実践事例、研究発表をご紹介しました。

2017/9/27（水）
A会場

H.C.R. 2017
H.C.R.セミナー報告

事例発表
社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
特別養護老人ホーム「四條畷荘」

井上 真実 氏
地域福祉推進委員 

（特別養護老人ホーム生活相談員）

地域の福祉的ニーズを 
地域との連携で解決する
当法人は、「地域福祉の拠点作り」をテーマに、
商店街の空き店舗を活用した地域公益事業「いっ
ぷくステーション『よろか』」を運営しています。
近年、社会福祉法人のあり方が活発に議論され

ていることから、当法人でも地域公益事業実施要
綱を策定しました。そして、平成27年9月に地域
住民向けサービスを展開するサテライト拠点とし
て「よろか」を開設。通いの場をベースとした事
業展開に加え、専門職がより地域に密着して活動
することで、社会的要援護者の「発見・見守り・
相談・つなぎ」の機能を目指しています。
これまで、当施設は「地域に開かれた施設作

り」の理念のもと、ボランティアや実習生の受け

■ 事例発表1

四條畷荘いっぷくステーション
『よろか』
〜�商店街の空き店舗を活用した�
地域福祉の拠点作り〜

社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
特別養護老人ホーム「四條畷荘」
地域福祉推進委員 

（特別養護老人ホーム生活相談員）

井上 真実 氏

社会福祉法人 楠会
特別養護老人ホーム「香樹の里」

中村 和枝 氏 尾﨑 伶華 氏

社会福祉法人 堺福祉会
特別養護老人「ホーム ハートピア堺」

上北 寿郎 氏 上田 将孝 氏

社会福祉法人  
桑の実会

市川 元 氏
三ヶ島第2地域包括支援  
センター長

社会福祉法人 泰仁会  
特別養護老人ホーム「やさと」

大塚 由美 氏
総務課長

司会・進行
社会福祉法人 六親会

湯川 智美 氏
常務理事
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資料①

健康志向の高いご利用者の希望を叶える多彩なプログラム① 

  『よろか』は40分程度の色々なDVDを観ながらの体操から始まります。お昼ごはんどきは、時々お弁当を
持ってこられ、みんなと一緒に賑やかに食事をとることもあります。午後からは色々な方にご協力いただきなが
ら多彩なプログラムを開催しています。 

『よろか』の午後は多彩なプログラム  
～“たくさんの方に来てもらいたい！お知り合いのきっかけ作り”～ 

健康に関するプログラム 
 平成28年6月～7月にかけて実施したアンケートの結果でも、『よろか』の利用目的の第1位は『健康の
ため』でした。健康志向の高いご利用者向けのプログラムを開催しています。 

毎回15名以上の参加
があるスマイル整骨院
様の『わかがえり体操』
毎月奇数週の水曜日
開催です。 

“街の保健室”訪問看護ス
テーションこころ様の健康相談
は毎月第１、３月曜日開催
です。 

色々な切り口で“健康”に関
する話題を提供しています。
四條畷学園大学看護学部
様の健康相談は毎月第４
水曜日開催です。 

フットケアトレーナーのあしりら
整骨院様が“足の健康広
場”と題して色々な足や靴の
悩み相談を受け付けてくれま
す。 



交流のきっかけをつくる 
多彩なプログラム
「よろか」の活動日は月・水・金曜日で、時間帯
は、買い物客の往来が多い11時から17時としまし
た。午前中は介護予防を意識したビデオ体操を行
い、お昼は商店街で購入したお総菜や、持参した
お弁当を一緒に食べます。午後からは絵手紙やペ
ン習字、小物作りなど、地域のさまざまな協力者
に用意していただくプログラムを楽しんでいただ
きます。なかでも、地域の整骨院が指導する「若
返り体操」や、訪問看護事業所の看護師が健康相
談を受ける「街の保健室」、四條畷学園大学看護
学部の教授による健康講座などは、利用者が最も
関心を寄せる「健康」をテーマにしているため、
人気のプログラムとなっています（資料①）。その
他、薬局の薬剤師による「お薬相談」や、管理栄
養士による「栄養講座」なども、関係機関の協力
で実施しています。
「よろか」の利用法として、健康作りの次に求
める声が多かったのが、交流の場としての機能で
す。これについては、さまざまなプログラムを提
供することで、参加者同士の交流を自然な形で活
発にすることができました。「折り紙友の会」と
いう、利用者の自主グループも立ち上がっていま
す。この会では毎回、利用者同士で課題と材料を
用意して教え合っており、今では「よろか」の定
例プログラムの一つとなっています（資料②）。
なお、「よろか」の活動は地域公益事業である

ことから、会費や喫茶代、材
料費などの費用は一切徴収せ
ず、すべて当法人が支出して
います。
また、「よろか」の企画や運
営に地域住民の声を活かす目
的で行っているのが「サポー
ターミーティング」という意見
交換会です。サポーターの皆
さんは、もともとプログラムを
手伝ってくださる利用者でした
が、次第に主体的に活動して
いただけるようになり、現在は
運営側に立ってプログラムを
支えていただける存在になりま
した（資料③）。
「よろか」では、理念の一つ
に「来る人だけではなく、来
られない人にも思いを馳せる
敷居の低いステーション」を
掲げています。この理念を実
践するために取り組んでいる
のがアウトリーチ活動です。
「よろか」に職員を2名配置
し、1名が商店街の巡回に加
え、閉じこもりがちな高齢者
や生活困窮者の支援を行うも
のです。地域住民や関係機関
などからも情報を得て、支援
が必要な方にはこちらから出
向いて行くことを基本として
います。
この活動を行うメンバー
は、ケアマネジャーやヘル

パー、地域包括支援センターなどの在宅サービス
部門職員、特別養護老人ホームなどの専門職員で
構成し、「発見」「見守り」「相談」「つなぎ」を合
言葉にしています。
このアウトリーチ活動について、60代前半の介
護保険対象外の方を支援した事例を、簡単にご紹
介します。きっかけは、民生児童委員から「いつ
も同じ服装で汚れており、臭いがきつい。自殺を
ほのめかす発言があった」と、地域包括支援セン
ターに情報提供があったことです。本人を訪ねる
と、最初は鍵を開けてもらうこともできませんで
したが、徐々に打ち解け、やがて「よろか」にお
連れすることができるようになりました。その後
は、地域包括支援センターの職員が中心となり、
支援を継続しています。さまざまな情報提供に、
臨機応変に対応できることは「よろか」ならでは
の特色です。一事例に対する活動期間は平均1か
月弱ですが、ケアマネジャーや、地域包括支援セ
ンターなどの専門機関から、社会資源の一つとし
て認知されつつあるとの手応えを感じています。
「よろか」を開設した当初の利用者は、1日当た
り21人でしたが、それから2年以上をかけ、徐々
に利用者が増えています。「よろか」の最終目標
は、地域住民グループへの運営権の委譲です。利
用者の多くは高齢者ですが、一部の方は支え手側
に回ることが可能であると感じています。
今後も、住民の自助と互助、専門機関を含めた

共助を、それぞれコーディネートできる地域福祉
の拠点を目指していきます。

■ 事例発表2

認知症になっても 
安心して暮らせる地域を目指して 
〜所沢市三ヶ島地区　�
　認知症SOSネットワーク模擬訓練報告〜
社会福祉法人 桑の実会 三ヶ島第2地域包括支援
センター長

市川 元 氏

認知症高齢者を 
地域全体で支えるために
私たちが、埼玉県所沢市三ヶ島地区で行った

「認知症SOSネットワーク模擬訓練」をご報告さ
せていただきます。
埼玉県の高齢化率は全国でもトップクラスで、
なかでも所沢市三ヶ島地区の高齢化率は非常に高
くなっています。当法人の包括支援センターに寄
せられる相談も、認知症に関する内容が上位を占
めています。特に、施設に入所するほど重症では
ない軽度認知症高齢者に対する相談が目立つた
め、こうしたケースをどのように支援するのかが
課題でした。そこで私たちは、地域住民の方々自
身が中心となった見守りの支援体制が必要ではな
いかと考えたのです。
初めに当法人が取り組んだのが「認知症サポー
ター」の養成です。認知症に関する知識と理解を
深め、地域や職域で認知症の人や家族に可能な範
囲で手助けができる人材の育成が目的です。約2
年をかけて民生委員や自治会、ボランティアグ
ループ、小学校PTAなど、さまざまな機関で養
成講座を開催しました。この取り組みにより、地
域から300名以上の認知症サポーターが誕生し、
その証であるオレンジリングを配布しました。し
かし、そのほとんどがもともと認知症の方の支援
に取り組んでいた方々です。地域全体に支援の
ネットワークを広げるには、もっと多くの住民に
参加してもらわなければなりません。
そこで、私達が注目したのが、福岡県大牟田市
で長く行われている「認知症SOSネットワーク
模擬訓練」です。認知症の方が行方不明になった
との想定で、地域住民がグループになって対象
者を捜索、発見し声掛けをする訓練です。実際に
地域を舞台にして模擬訓練を行うことで、その様
子を見た一般の方にも興味を持っていただけます
し、認知症サポーターの活動の場にもなります。
これをぜひ三ヶ島地区でも実施しようということ
になり、実行委員会を立ち上げる運びとなりまし
た。
実行委員会の母体としたのは、以前から所沢市
に設置されていた「地域ケア会議」です。市や地
域包括支援センターの職員、民生委員や自治会、
ボランティア団体などで構成される、地域課題解
決のための組織です。この組織に実行委員会を立
ち上げ、さまざまな機関に協力を呼びかけること
にしました（資料④）。また、模擬訓練の準備で
大きな会場が必要となった際には、地域の自治会
や民生委員、ボランティアの方々で構成する「ま
ちづくり推進会議」福祉部会の会長が尽力してく
ださり、小学校の体育館を借りることができまし
た。
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資料②

交流のきっかけを作る趣味や学びのプログラム① 

趣味や学びに関するプログラム 
利用目的第2位の“交流場所”に応える趣味や学びのプログラムも開催しています。 

松林瑞雨先生のペン
習字は現在月2回 

好評の料理教室の献立はサポーターの皆さんが考
案してくれます。 

絵手紙や小物作り
などの趣味講座も 

太極拳も『よろか』で初めて
したという方も。 

リクエストに応える『映画上
映会』は楽しみにされていま
す。 

『折り紙友の会』は、ご利用者の方々が立ち上げた自
主グループで、それぞれで折り方を学んで、教え合いま
す。 

資料③

『よろか』サポーターによる住民の運営への参画 

サポーターミーティング 
『よろか』の企画・運営に地域住民の方の声を活かそうと始めた“サポーター
ミーティング”。平成28年6月から毎回6名～10名の方が参加してくれてい
ます。プログラムに対する意見や要望、地域で困っている方はいないか？な
ど大切な地域の声です。 
 聞けば必ず返ってくる色々なアイデアや情報を毎回楽しみにしています。 

現在、営業日に毎日欠かさず来ていただいているサポーターが5名います。 

ご利用者へのお茶出しや初めて利用され、知り合いがいない方への声かけ、
ご利用者同士の誘い合わせに加え、ボランティアや関係機関の応対など、活
動内容は多岐に渡ります。職員が不在になる時間帯も安心して任せることが
できる、何より『よろか』の主旨を職員と同じレベルで理解してくれている心強
い味方です。 

サポーターの強い使命感は、自身の生きがい・やりがいになっています。 



■ 事例発表3

全ての職員が働きやすい職場 
働き続けられる職場を目指して
社会福祉法人 泰仁会
特別養護老人ホーム「やさと」 総務課長

大塚 由美 氏

模擬訓練の実施と 
地域主体の取り組みへの展望
こうして準備を進め、三ヶ島第二地区で平成
26年度に1回目、27年度に2回目を行い、平成28
年度に三ヶ島地区全体で3回目の模擬訓練を実施
しました。
訓練の拠点としたのは、所沢市立宮前小学校の
体育館で、その周辺となる東狭山ヶ丘エリア一帯
が訓練地域です。お子さんにも来てもらえるよ
うにと、開会式には埼玉県のマスコット
「コバトン」、所沢市のイメージマスコット
「トコろん」を呼びました。
次に「声掛け練習」に関する講演とし
て、1回目には、認知症介護研究・研修東
京センター研究部長の永田久美子氏にお越
しいただきました（資料⑤）。それから、
大牟田市の取り組みを参考に、当法人の
職員が参加者の前で模範演技を行った様子
が、資料⑤の下の写真2枚です。
そして、いよいよ模擬訓練開始です（資
料⑥）。認知症の方の役をしていただく
方々には資料⑥のように傘をさしてもら
い、訓練エリアに分散していただきます。
公園や歩道など、あらかじめさまざまな設
定をしました。認知症の方役の配置が完了
したら捜索役の方々でチームを組み、認知
症の方役を探して見つけたら声を掛けてい
ただきます。なお、この認知症の方役は、
主に所沢市のグループホームの職員を中心
にお願いしました。日頃から認知症の方と
関わりを持っている皆さんということもあ
り、迫真の演技で、多くの参加者から「非
常に実践的だった」との感想が寄せられま
した。
また、模擬訓練では、小学校低学年のお
子さん向けに別のプログラムを用意しまし
た。認知症について楽しく理解してもらえ
るようにと、寸劇を行うなかで、「困って
いる人を見つけたら大人を呼びましょう」
と伝えました。
模擬訓練の最後には、参加者全員でグ

ループごと「振り返り会」を行いました。
これは、訓練そのものを振り返るととも
に、普段接点のない地域の人たちと交流
をするよい機会にもなったと感じています
（資料⑦）。
この振り返り会やアンケートから、いく
つか参加者の声をご紹介します。
・��知らない人に声を掛けるのは意外と勇
気がいる。普段から地域の人に声を掛
けていないことを実感した

・��参加者の真剣さに心を打たれた（介護
タクシー関係者）

・��今までお年寄りと接したことがなかっ
たけれど、この訓練で初めて認知症が
問題になっていることを知った（小学
生）

・��のぼりを立てていたので目立った。地
域の関心のない人たちにもよいアピー
ルになったと思う
上記のようなありがたい感想をいただき
ました。

なお、3回目の模擬訓練では、実施主体をまち
づくり推進会議福祉部会に移し、当法人はサポー
トに回りました。地域が主体となることで、地域
の人たちが認知症を他人事ではなく自分事として
とらえ、行動できるようになればと考えてのこと
です。この回には、他県の地域包括支援センター
職員や、所沢市長も訪れました。
今後も、地域主体の訓練を推進し、継続してい
くことで、認知症になっても安心して暮らせる地
域づくりにつないでいけたらと考えています。 きっかけは職員の託児ニーズ

当法人は、茨城県石岡市で平成7年10月に特別
養護老人ホーム「やさと」を開設しました。その
後、ユニット型特別養護老人ホームの開設、在宅
サービスなど事業を広げ、現在はグループとして
医療法人江隆会、介護老人保健施設を持っていま
す。職員は法人全体で193名。このうちEPAによ
る介護福祉士候補者が14名おります。今回は、
当法人が全職員のワークライフバランスを実現す
るために取り組んだ内容をご紹介します。
当法人がこの取り組みを始めるきっかけとなっ
たのは、平成13年ごろに結婚・出産した職員か
ら「子どもを預ける場所がない」と聞かされたこ
とです。職場に復帰したくてもできない状況を改
善するため、平成15年に、事業所内に託児所を
開設しました。その後、子育て支援制度の整備を
中心に進めていましたが、次第に子育て世帯に限
らず、全職員にとってよりよい職場にすべきと考
えるようになり、全職員を対象としたワークライ
フバランスに取り組むことにしたのです。
初めに着手したのは、ワークライフバランスに

かかわる次のような基本理念の策定です。
●�全職員が充実した生活を実現し、法人経営理
念の実現につなげるため、生き生きと働き、
一人ひとりが活躍できる環境をつくり、個々
人の目標や夢を実現できる職場づくりを行う
●�働きやすい職場・働き続けられる職場・やり
がいのある職場を目指す
職員が満足しなければ、利用者の満足度も向上し

ません。職員研修の際には必ず基本理念を伝え、明
確なビジョンを描いてもらうようにしています。
次に、取り組みを進める上で工夫した点につい

てご説明します。資料⑧に、主な内容を箇条書き
にしました。
これらのなかで特に苦労したのは職場風土の改
革です。豊かな人生を生きるためには仕事をどの
ようにしていけばよいのか。100人いれば100通り
のワークライフバランスがあるわけですが、これ
を実現するためには、お互いの認め合いや、「お互
いさま」の意識を持つことが大切です。そこで、
当法人は全職員の意識改革をするため、ワーク
ライフバランスについて繰り返し話す場を設け、
トップからの発信ということで、施設長からも徹
底した語りかけを行いました。取り組みのなかで
は、このプロセスが最も時間をかけた部分です。
また、職員へのアンケート調査を行うことで職
員のニーズを正確に把握し、規定の改正などに反
映しました。直近では、育児短時間勤務にフレッ
クスタイム制を導入し、利用者の生活に合わせた
シフト改善を行っています。
さらに、平成17年からはグループケアを導入し
ました。4つのグループにそれぞれ7～ 9名の職員
と、EPAによる介護福祉士候補者3名を配置して
います。グループごと、主任を中心に上級者、中

資料⑤

声掛け練習（講演） 

資料⑥

模擬訓練 

資料⑦

振り返り会 

資料④

 実行委員会・協力機関・事務局 
    ■民生委員・自治会・ボランティアグループ 
  ■所沢市グループホーム協議会 
  ■認知症所沢家族の会 
  ■医療関係者（医師・歯科医師・薬剤師） 
  ■埼玉県・所沢市社会福祉協議会 
  ■行政（市・県） 
  ■宮前小学校（橋本校長・教頭先生） 
  ■永田 久美子氏（認知症介護研究・研修東京センター） 
  ■多賀 努氏（早稲田大学人間科学学術院 健康福祉科学科） 
 

SOSネットワーク模擬訓練実行委員会立ち上げ 
 地域ケア会議で、実行委員会を立ち上げ、様々な機関に 
 協力を呼びかけた。 
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級者、初級者をバランスよく配置している点がポ
イントです。これにより、情報の共有や組織性が
向上しました。
また、勤務シフトを12パターン作成し、各グ
ループの利用者および職員の状況に合わせた勤務
シフトを活用しています。これは、ワークライフ
バランスの向上もさることながら、利用者に対す
るサービスの向上にもつながっています。
さらに、申し送り体制や業務フォロー体制の充
実を図ったことも特長です。時間外に行っていた
会議などを時間内に移すことも徹底しました。

制度の充実と主な取り組み
次に、制度の利用状況をご紹介します。
資料⑨は特別有給休暇の取得実績、資料⑩は有
給休暇の取得実績です。
資料⑨にある「子育て支援休暇」は、子どもの

学校行事への出席などに利用できる法人独自の休
暇です。今のところ、中学3年生までの子どもを
持つ親のための制度としています。看護休暇や介
護休暇も含め、法律で定められている取得日数を
上回る制度として運用中です。最近では、介護休
暇のニーズが高くなっていると感じています。そ
の他、女性の育児休暇取得率が100%である点も
特長です。もちろん、当法人としては男性の育児
休暇取得の推進にも力を入れています。
資料⑩の年次有給休暇についても、平成28年度

までは当年度付与の8割を取得することを目標に
しました。その結果、平成27年度と28年度は、法
人全体で8割を超える取得率を実現。これは「お
互いさま」の意識を浸透したことで、職員同士の
協力体制が強くなり、働きやすい職場へと変化し
たことの表れであると考えています。
こうした制度の整備に伴い、離職率にも変化が
見られるようになりました。平成19年度の離職率

は24.3％と非常に高くなっていましたが、平成28
年度には6.6％にまで下げることができました。
働き続けられる職場を目指した当法人の取り組み
が、形になってきていると感じています。
その他、主な取り組みを資料⑪にまとめまし

た。特に特長的な取り組みの一つが「自己実現の
ための研修支援」の充実です。資格取得やスキル
アップにかかわる費用はすべて法人負担とし、研
修や試験で不在にする日も出勤日扱いとしました。
これらの取り組みが評価され、平成28年には茨
城労働局長より「ベストプラクティス企業訪問」
を受けました。常に、もう一歩進もうとする当法
人の意識が、職員の成長や働き方改革、利用者の
満足度向上につながっているのだと思います。
また、こうした考えのもと、当法人では平成29
年より、ワークライフバランスを「ワークライフ
マネジメント」に改称し、経営戦略として取り組
むことにしました。こうした取り組みを進める上
で重要なのは、法人の規模にかかわらず、利用者
の満足を第一に考えた上で、職員自身が改善点や
工夫できる点を考え、行動することです。これこ
そが、働きやすい職場の雰囲気をつくり、ワーク
ライフバランス（ワークライフマネジメント）の
実現へとつながっていくのだと考えています。

「もう無理」を「まだできる」に
当法人の基本理念は、「思いやり」「楽しさ」

「安心」のある「家庭的なサービスの提供」です。
明るく楽しい雰囲気のなかで、利用者に家庭のよ
うな穏やかさやくつろぎを感じていただくととも
に、自分らしく過ごしていただくことが目標です。
そのためにどのような支援が必要かを考えたと

き、当法人が着目したのが、利用者から聞かれる諦
めや否定的な言葉です。利用者は、高齢化や疾患を
理由にさまざまなことを諦めてしまいがちで、意向
や希望をうかがっても、必ずと言っていいほど「も
う無理」「もう何もできない」などの答えが返ってき
ます。これを「まだできる」に変えることができれ
ば、利用者に再び充実した生活を送っていただける
のではないかと考えました。そこで当法人が取り組
んだのが、多職種連携による個別外出支援です。
初めに行ったのが、利用者と普段の会話をする

なかで、本人の意向や希望を引き出すことです。
「昔はよくこんなことをして楽しかった」「あの場
所がよかった」といった会話の中に、「またやりた
い」「また行きたい」といった個別外出支援につな
がるキーワードを見つけます。時には「もう何も
できなくなってしまった」などの言葉も聞かれます
が、そこには「本当はまたできるようになりたい」
「いろいろなことがしたい」との思いが秘められて
います。こうして、ふとした会話の中で見つけた利
用者の希望を実現するため、介護士、看護師、管
理栄養士、生活相談員といった多職種で連携して
支援の方向性を検討していきます（資料⑫）。
個別外出支援の内容によっては、実現に向けて

日常生活における訓練や援助が必要になる場合も
あります。その際の健康管理や心身状態に関する
注意事項は看護師に確認し、外出先で食事をす
る場合は管理栄養士の助言を取り入れます。そし

資料⑧

取り組みにおけるプロセスの工夫 
・ワークライフバランス推進担当の選任 

・職場風土改革（“お互いさま”の意識、人間関係・コミュニケーションの重要性） 

・施設長から全職員へ発信 

・管理職への研修を実施 

・職員を階層別に分け研修を実施 

・職員へのアンケート調査実施（調査結果を基に規則等の改正） 

・子を持つ職員だけでなく全職員を対象とした目標の設定 

・各部署会議などへ推進担当が参加し意見交換を行う 

・ご利用者の生活に合わせたシフトの改善 

・両立支援診断サイトにて自己診断（両立支援のひろば） 

・働き方・休み方改善ポータルサイトにて自己診断 
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資料⑨

制度の利用状況（特別有給休暇） 
特別有給休暇実績 

        下段：うち男性取得実績（再掲） 

  子育て支援休暇 看護休暇 介護休暇 

  人数 取得日数 人数 取得日数 人数 取得日数 

平成20年度 
31 93.7 19 60.6     

5 16.3 2 1.6     

平成21年度 
29 85.2 19 60.2     

5 15 4 5.6     

平成22年度 
24 94.8 14 60.5     

5 17.5 0 0     

平成23年度 
34 114 15 71.6     

5 17.5 1 3     

平成24年度 
32 116.2 27 83.5 4 12.8 

6 15 4 7.5 1 1.8 

平成25年度 
29 99 23 70.2 7 18 

4 11.5 5 6.2 3 6 

平成26年度 
32 106.2 26 81.1 4 4.9 

8 14.5 10 12.9 0 0 

平成27年度 
35 113.9 26 90.2 8 28.1 

8 13.5 6 5.5 2 4.2 

平成28年度 
35 108.2 27 121.7 12 30.2 

8 18.5 6 18.6 2 3 
3 

資料⑪

主な取り組み 
・平成15年11月事業所内託児所開設（職員の確保・定着） 

・休暇制度の導入（子育て支援休暇、パパママ教室参加のための休暇） 

・休暇を1時間単位で取得可能とする 

・休暇の有給化（子育て支援休暇、パパママ教室参加のための休暇、母性健康管理のための休暇） 

・育児休業が20日未満のものに対し給与の50％支給 

・育児短時間勤務の利用期間延長（小学校6年生まで） 

・育児休業期間（1歳6ヶ月） 

・子の看護休暇（小学校6年生まで、1時間単位で取得可能、有給） 

・介護休暇（1時間単位で取得可能、有給） 

・年次有給休暇取得促進（年度ごとに目標を設定） 

・育児のための所定外労働の免除期間拡大（小学校6年生まで） 

・時間外労働の削減（部署ごとに週2日のノー残業ｄａｙ） 

・育児短時間勤務にフレックスタイム制導入 

・資格取得やスキルアップ等自己実現のための研修支援（費用を法人負担 研修日は出勤扱いなど） 

・女性職員の育児休業取得率100％を目指す 

・男性の育児休業取得を目指す（男性の育児参加） 

・社内サイトでの情報の共有化 
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資料⑩

制度の利用状況（年次有給休暇） 

年次有給休暇取得実績 

  

やさと 法人全体 

職員数 付与時間 取得時間 
取得平均

日数 
取得率 職員数 付与時間 取得時間 

取得平均
日数 

取得率 

平成23年度 72 9,552 8,331 14.5  87.2% 124 16,152 13,142 13.2  81.4% 

平成24年度 72 9,472 7,886 13.7  83.3% 125 16,360 12,502 12.5  76.4% 

平成25年度 70 9,600 8,579 15.3  89.4% 117 15,720 12,237 13.1  77.8% 

平成26年度 72 10,136 9,449 16.4  93.2% 127 17,240 13,547 13.3  78.6% 

平成27年度 73 9,864 9,116 15.6  92.4% 121 16,528 13,546 14.0  82.0% 

平成28年度 78 10,560 9,636 15.4  91.3% 128 17,744 14,270 13.9  80.4% 

4 

■ 事例発表4

ALL For One　 
みんながひとりのために 
〜多職種連携による�
　外出支援計画に基づく支援〜
社会福祉法人 楠会 
特別養護老人ホーム「香樹の里」

中村 和枝 氏　尾﨑 伶華 氏

HCR NEWS  2018
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■ 事例発表5

ICT（Information and 
Communication Technology）
を活用した業務改善とその効果
社会福祉法人 堺福祉会
特別養護老人ホーム 「ハートピア堺」

上北 寿郎 氏　上田 将孝 氏

て、介護士が中心となって「個別外出援助企画
書」を作成するのです。そして施設長の承認を得
たのち、生活相談員が利用者とご家族に説明を行
い、承諾を得た上で取り組みを開始する流れです。
現在、当法人では年間30件以上の個別外出支
援を行っています。たとえば、ある利用者は骨折
した手が不自由になったことで、趣味を諦めてい
ました。しかし、花がとても好きだと話されてい
たので、個別外出支援でバラ園にお連れしたとこ
ろ大変喜ばれ、その後は塗り絵を始めるなど前向
きな意欲が見られるようになっています。
また、ある利用者は「戦時中に暮らしていた大
磯の町へもう一度行きたい。大磯の海で、よく子
どもと一緒に泳いだ」と話されていました。そこ
で、生活相談員が町の情報や海の思い出について
ご家族に話をうかがい、利用者を大磯にお連れし
ました。すると、その方はとてもうれしそうに、
たくさんの思い出話をしてくださいました。
また、女性の利用者に化粧をしてきれいになっ
ていただこうと、化粧品メーカーを招いたときの
ことです。持病により、食事以外の時間をベッド
で過ごしていたある利用者に参加していただいた
ところ、みるみるうちに明るさを取り戻されまし
た。やがて、口紅やおしゃれな服が欲しいとの希
望を口にされるようになったので、個別外出支援
で買い物に出かけることができました。
一方、男性の利用者には「昔のように飲みに行

きたい」と話す方が多くいらっしゃいます。そこ
で、施設内に昭和の雰囲気を模した簡易的な居酒
屋やビアガーデンを設営。看護師や管理栄養士と
相談して選んだソフト食を、つまみとして召し上
がっていただくイベントを定期的に行っています。
他にも、歌が大好きな利用者のお二人が、懐か
しい音楽のコンサートに「行きたいね」と話して
いるのを耳にしたときのことです。よく聞いてみ
ると、お二人は車いすを利用しているため、人が
多く集まる会場に出かけることを諦めていたので
す。そこで、介護士が会場を下見し、車いす利用
者のための設備があることを確認した上で、個別
外出支援の計画を立てました。すると、利用者の
お二人は積極的にリハビリや体調管理に取り組む
ようになり、コンサート当日はそろっておしゃれ
をして出かけることができたのです。
なお、感染症が流行する11月～ 3月は外出を
控え、施設内で個別支援として出前の日を設けた
り、お茶会を楽しんでいただいたりしています。
これらの個別支援は、普段よりも密にコミュニ
ケーションが取れるため、利用者の思いを深く知
ることができ、個別外出支援につながっています。

食事摂取と筋力の回復支援で 
個別外出につなぐ
ここで、当法人が多職種で連携し、1年をかけ
て個別外出支援に取り組んだ具体例をご紹介しま
す。支援対象者は、90代で要介護度5、食事と排
せつが全介助の利用者A様です。食事はミキサー
食で、いつも「ドロドロして嫌い」などと話さ
れ、ベッドで過ごすことが多い方でした。
しかし、あるとき「あんみつが食べたい」との希
望をお持ちであることが分かりました。そこで、A
様がもう一度あんみつを食べられるよう、看護師と
管理栄養士の協力のもと、食事を少しずつ常食へと
近づける取り組みを始めました。さらに、作業療法
士に身体的機能を評価してもらった上で、筋力を維
持するためのプログラムを作成してもらいました。
A様と「頑張って大好きなあんみつを食べに行
きましょう」と密なコミュニケーションを取りな
がら、看護師、管理栄養士、介護士、生活相談
員、介護支援専門員とで細かくカンファレンスを
実施。すると、A様は熱心にリハビリに取り組ま
れ、ベッド上でのオムツ交換から、1日数回はト
イレ行くことができるようになったのです。
また、入所当時はミキサー食でしたが、取り組み

を始めた2か月後から副食を超刻み食へと変更し、6
か月後には米飯を召し上がることができるようにな
りました。そして、8か月後には施設内行事にも参
加されるようになり、焼き芋を召し上がったことを
きっかけに、副食を一口大の刻み食に変更しました。
こうして、多職種による連携のもとで1年間取
り組んだ結果、A様は念願のあんみつを食べるこ
とができました（資料⑬）。その後も、A様は自
力で食事をし、トイレでの排泄もできるようにな
りました。日中は食堂で皆さんと過ごされること
が増え、次回の外出も楽しみにされています。
当法人が大切にしていることは「小さな気づき
の共有」です。今後も、利用者の秘めた意向や希
望に気づいて共有し、喜んでいただける個別外出
支援に取り組んでいきます（資料⑭）。

介護業務との親和性が高いICT
当法人は、特別養護老人ホームや通所介護など

を併設する複合施設です。
ICTとは、日本語で情報伝達技術を指すもの

で、介護業務との親和性が高いツールです。当法
人では通信・伝達・交流といった、人と人とのつ
ながりをよりよくするために活用しています。
初めに、当法人がICTを活用することになった

経緯をご説明します。きっかけは、当法人の業務
改善の柱である「『プチいら』改善」「ナイスな気
づき」「ICTの活用」の3つについて、さらなる充
実や改善を図りたいと考えたことにあります。
まず言葉の説明ですが、「プチいら」とは、日常
の小さなイライラを表す当法人独自の造語です。
これを改善することにより、職員のストレスが軽
減され、利用者ともより気持ちよく接することが
できると考えています。
「ナイスな気づき」とは、マイナスイメージのあ
る「ヒヤリハット」を、プラスイメージに変換す
る目的でつくった言葉です。業務中に「ナイスな
気づき」を記録し、職員間で共有することで利用
者の満足度向上につなげたいと考えました。この
言葉をつくって以来、特別養護老人ホームだけで
も月500件を超える「ナイスな気づき」が報告さ
れるようになりました。
当法人は、「プチいら」の改善に加え、「ナイス

な気づき」をより効果的に業務に生かすことを目
的に、ICTを活用することにしたのです。
では、職場ではどのような「プチいら」がある
のかをご紹介します。特に目立ったのが、「伝達
がうまくいかない」「会議の時間が長く、まとまら
ない」などのコミュニケーションに関する課題で
す。具体的には、各部署に日誌やカンファレンス
記録、会議録、研修資料などを回覧しても、全員
が見たかどうか把握できなくなるケースが多いこ
と、ケアの変更点や会議で決まった内容が伝わっ
ていないことがあるといった内容でした。
一方、「ナイスな気づき」については、平成15
年に導入した介護ソフトが、業務の効率化や情報
共有の面で効果的に活用されていました。このこ
とから、ICTの活用は職員間のコミュニケーショ
ンを円滑にすると確信し、同時に「プチいら」の
改善にも有効だと考えたのです。
そこで、コミュニケーションの課題解決と、

より密な職員間の連携を目的に、新しいICTのシ
ステムを導入することにしました。まずは、各部
署からこの分野に詳しい職員を集め、ICTの活用
方法を検討する効率化委員会を設立。「情報の整
理」「ペーパーレス化」を目標に掲げ、導入するシ
ステムの検討や、操作方法のマニュアル作成、職
員への説明などを行いました。
効率化委員会でさまざまな検討を重ねるなか、

協力を得ていたコダックジャパンから「会議議事

資料⑫

個別支援を行うために ―企画― 

居室担当介護士 

生活相談員 居室担当看護師 

管理栄養士 

ご利用者の意向や 
希望をもとに個別の

活動を企画 

健康状態や身体機能
などに対する意見 

外出先での食事に 
対する意見 

ご家族へ実施の 
可否や了承を得る 

資料⑬

念願のあんみつ 

資料⑭

小さな気づきの共有 

私たちが大切にしていること 
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録閲覧システム」というICTプログラムの提案を受
け、導入を決定。紙媒体の資料や会議録をスキャ
ンして取り込むと、施設内であればどのパソコンか
らでも閲覧・承認が可能になるシステムです。
これにより、文書を簡単に検索できるほか、上
司や管理者は、誰がどの資料を確認したかをひと
目で把握できるようになりました。また、資料を
全てデータ化するため保管が楽になり、議事録を
探す時間も大幅に短縮されました。もちろん、複
数のパソコンで同時に資料が見られることも、大
いに業務の効率化につながっています。
効率化委員会は、誰もが簡単に活用できるよ

う、全てのパソコンにこのシステムのショート
カットキーを作成し、アイコンを分かりやすいも
のに変更しました。また、既存の議事録を全て専
用のフォーマットに落とし込み、システム上で過
去の情報を検索できるよう整備を行いました。

メールやタブレットの活用で 
「プチいら」を改善
ここからは、さらなるICTの活用で「プチい

ら」の改善や効率化に取り組んだ事例をご紹介し
ます（資料⑮）。
まず、社内メールの活用についてです。これ
までは、専門職に相談したいことがあっても、所
在が分からないことや、口頭での伝達ミスが多く
見られました。そこで、伝達内容を確実に残せる
メールでのやり取りを徹底しました。メールであ
れば、会議や研修の資料も添付できます。これに
より、情報共有が格段にスムーズになりました。
次に、タブレットの活用です。ショートステイ

で荷物を管理する際、これまでは入所時に全て
の荷物を撮影し、プリントアウトをして退所時に
確認する方法を取っていました。しかし、荷物の
細かい部分までは確認しづらく、記入やチェック
にも時間がかかり、たびたび返却漏れがあったの
です。そこで、タブレットで荷物管理ができない
かと考え、試験的に1台購入しました。そして導
入してみると、タブレットで撮影した荷物の画像
を、タブレット内につくった利用者ごとのフォル
ダに入れて整理することができ、非常に管理が効
率的になったのです。画像をプリントアウトする
必要がなくなったのでペーパーレス化にもなりま
した。電子機器に慣れていない職員も利用きるよ
うにと、操作方法を動画で撮影し、タブレットで
確認できるようにしました。
当初はショートステイでの荷物の管理のために
導入したタブレットですが、次第に利用者との関
わりのなかで活用する職員も見られるようになり
ました。例えば、利用者と一緒に音楽や映像を楽
しんだり、Googleマップで利用者の生まれ故郷
の画像を見て懐かしんだりしています。さらに、
紙媒体の業務マニュアルを全て電子マニュアル化
し、タブレットで確認できるようにもしました。
これによりマニュアルの更新が簡単になり、OJT
の場面でも活用できています（資料⑯）。
最後に、会議の「見える化」についてご説明し

ます。議事録を壁から12cmの距離で投影できる
プロジェクターを使い、会議と同時進行で閲覧で
きるようにしました。こうすることで、会議に遅
れて参加した職員も、それまでの話の流れを視覚
的に把握することができます。ケアの記録やイン
ターネットの情報などが必要であれば、すぐに確

認し、共有することも可能です（資料⑰）。
こうした取り組みにより、職員間の情報共有や
連携が非常にスムーズになりました。業務が効率
化されたことで時間に余裕が生まれ、利用者のお
話しをゆっくり傾聴したり、一緒に外出したり、
レクリエーションをするなどの時間にあてること
ができています。ICTの活用は、利用者と職員の
気持ちの共有に加え、職員同士のコミュニケー
ションに大きな効果をもたらしたといえます。

資料⑮

資料⑰

資料⑯

第45回国際福祉機器展 H.C.R. 2018

平成30年
3月30日（金）必着

会　期	 平成30年	
	 10月10日（水）〜10月12日（金）【3日間】	
会　場	 東京国際展示場「東京ビッグサイト」
	 東展示ホール
	 （東京都江東区有明3-11-1）

H.C.R. 2018は上記の日程、会場にて開催の予定
です。
また、現在募集中のH.C.R. 2018への出展申込は、
予定どおり3月30日で〆切となる見込みです。
H.C.R.は今後も、介護・福祉機器の開発と普及の促
進にむけて努めてまいりますので、関係者各位の引
き続きのご支援、ご参加を賜りますよう、よろしく
お願い申しあげます。

高齢者・障害者（児）施設・事業所における日々の利用
者に対する福祉サービスにおいて、研究され、創意工夫
して取り組みを行っている実践事例を募集します。
選定された事例は、H.C.R.セミナー「福祉施設・事業所の
実践事例発表〜役立つ活かせる工夫とアイデア」にて発
表いただきます。

1．事例テーマ  
①  福祉施設・事業所の事業運営に係る開拓的な取り組み
②  福祉施設・事業所における福祉機器を用いた業務効率化や、

サービスの質の向上に関わる取り組み
③  福祉施設・事業所における医療的支援に関わる取り組み
④  福祉施設・事業所における災害時の危機管理・BCP、被災

からの復興に関わる取り組み
⑤ 福祉施設・事業所が取り組む地域公益事業
⑥  その他、福祉施設・事業所における創意工夫の取り組み

H.C.R. 2018会期中に行う「福祉施設・事業所の実践事例発表」を募集します

間もなく、出展申込は
〆切となります！

国際シンポジウム報告書販売のお知らせ
H.C.R. 2017

「国際シンポジウム」 
報告書が刊行されました

昨年実施した同シンポジウムでは「高齢
者の家族介護の現状とその支援について
～ヤングケアラーやダブルケアなどの課
題を考える」をテーマとし、先駆的な支
援施策を展開しているイギリスから講師をお招きし、報告をいただ
きました。同時に、日本におけるダブルケアやヤングケアラーの実
態も紹介しつつ、法整備や問題解決のための地域の取り組み視点
等、今後求められる方向性について学びあいました。好評を得た本
シンポジウムの内容をまとめ刊行いたしましたのでご紹介します。
本会ホームページから購入可能ですので、ご活用ください。
編著者、発行所：一般財団法人 保健福祉広報協会　  
A5判：114頁　 価格：700円（税込、送料別）
※「送料」と、「代金引換」もしくは「代金振込」に関わる手数料は申込者負担となります。

目次（一部抜粋）

2．募集概要  
・開催日程と会場　 平成30年10月10日（水） 

東京ビッグサイトにて
・発表時間　1発表テーマ20分および質疑応答（予定）

3．応募資格  
全国の社会福祉法人等が経営する高齢者ならびに障害者（児）
福祉施設・事業所の役職員

4．応募方法と選定について  
応募方法等の詳細は、H.C.R.Webサイトにてご確認ください。
募集締め切りは平成30年5月30日（水）です。応募いただき
ました内容につきまして、保健福祉広報協会にて審査し、6月
下旬頃に発表者へ決定のご連絡をいたします。

講演1  英国からの報告
「介護者向けのケアと支援�
─今日的問題の検討」
マデレーン・スター氏
ケアラーズ UK�事業開発・�
イノベーション担当ディレクター

（1） 「ケアラーズ UK」とは
（2）  英国の状況（人口構成と 

介護需要との関連性）
（3）  介護者が経済面、健康、 

社会生活の面で抱える課題
（4）  介護がダブルケアラーや 

ヤングケアラーに及ぼす影響
（5）  介護者支援のための法整備と

支援団体の状況
（6） 職場の取り組み
（7） 緊縮財政政策の影響
（8） 新たな施策の必要性

講演2  日本からの報告
「日本における介護者（ケアラー）
支援の必要性・課題・展望」
堀越�栄子氏
日本女子大学家政学部教授、�
日本ケアラー連盟代表理事

（1） 誰もが介護する・される時代
（2） ケアラーの実情を理解する
（3）  ヤングケアラー・ダブルケア・

介護離職
（4） ケアラー支援の市民の活動
（5） 国・自治体のケアラー支援
（6） 地域包括ケアとケアラー支援

【質疑応答】


