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福祉施設の実践事例発表

H.C.R. 2015
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〜役立つ活かせる工夫とアイデア

介護・障害者・児童福祉施設の現場では、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

B会場

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はかることを目的として、
福祉施設での実践事例、研究発表をご紹介しました。
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BCP計画＆設備管理室の取組
社会福祉法人 あいの土山福祉会
エーデル土山 設備管理室
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岩田 秀信

氏
氏

氏

奥田 赳視

氏

氏

氏

週間分ストックしています。これらは余剰在

BCP
（事業継続計画）
について

庫として、1週間分多く発注したものです。在

BCP計画では震度7を想定し、次の7項目を

庫が減ってきたら改めて発注する「ローリン
グストック法」を採用しています。

盛り込むことにしました。

③自施設の強みと弱みの把握

①スタッフの被災状況確認書

災害の種類ごとに、自らの施設にはどのよ

告書

②被害状況報

③財務上の手当（保険支払条件、確

うな強みと弱みがあるのかを調べました。建

保資金） ④各種データのバックアップ体制

物の構造だけでなく、立地条件や気候の特徴

⑤復旧見込み時間

なども踏まえます。たとえば、私たちの施設

⑦被災直後から、時間や日ごとで周辺環境を

当施設の「設備管理室」では、設備の管理

は雨が多い地域にありますので、排水しにく

予測し、計画に反映させる

や補修、省エネ対策に加え、防災や減災に関

い中庭からの浸水を防ぐため、排水ポンプの

する取り組みを行っています。私たちは、こ

設備強化に取り組むなどしています。

●

れからの災害対策は防災の意識だけでは限界

④写真やイラストを多用し、対応方法を指示

BCPを策定するにあたり、次の3点をポイン

設備管理室の設置と役割

があると考えました。そこで「減災マニュア

マニュアルを「読む」より「見て分かる」

ル」や「BCP（事業継続計画）」などを作成し

ものにすることを心がけました。たとえば、

ましたので、ご紹介させていただきます。

資料①のように、施設の図面や写真を用い、

減災マニュアルの特徴
私たちが作成した減災マニュアルには、次

水害の被害が出やすい箇所や排水ポンプの位
置、使用法などを示しています。
他にも、災害ごとに規模を独自の1〜 4に

の4点の特徴があります。

レベル分けし、対応する職員や対応内容を

①「減災」の考え方を持つ

図表化して明確にしました。

東日本大震災のような大規模災害では「防

また、倉庫や食器棚にはすべて突っ張り

災」だけでなく、被害を最小限に抑える「減

棒を取り付けています。これは、少しでも

災」の意識を持つべきだと考えました。私た

安全に逃げられるようにするための処置で

ちの減災マニュアルは、この「減災」の考え

す。

方に基づいて作成しています。
②最低1週間の備蓄体制
想定外の災害に備え、非常食や介護用品を1

さらに、職員間の連絡手段や情報発信に
は、災 害 専門のSNS（フェイスブック、ツ
イッター）を活用しています。
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⑥目標復旧時間の設定

BCP策定と活用のポイント

トにしました。
①できることをできる限り準備する
先に述べた備蓄や、災害時に使用する機材
の整備などを、平時から準備しておきます。
資料①

②不足しているものを予算化し、計画的に備

一歩整備することで、なるべく被害を防ぎ、

ていたので、福祉事業からは申請をすること

蓄する

事業を継続していくことができるようにした

ができませんでした。そこで考えたのが、社

災害時の対応をシミュレーションすると、

いと考えています。

会福祉懇談会の中に経営品質向上活動委員会

ある程度足りないものが見えてきます。それ

以上、少しでも多くの法人の災害対策にお

を設置することです。福祉業界における経営

ぞれきちんと予算化し、計画的に整備します。

役立ていただければ幸いです。ご質問などが

品質の研究を深めることを目的とし、日本生産

③「臨機応変」の言葉でごまかさない

あればいつでもご連絡ください。

性本部からアドバイザーを招くなどしました。

そのときになってみないと分からないこと

そして2011年、社会福祉懇談会の役員を対

はありますが、できる限り予測を立て、具体

象に勉強会を設け、主に2つの事業を実施しま

的な解決法を明記しておくことが大切です。
●

■

災害シナリオ

災害時の行動計画を立てるため、「災害シナ
リオ」を作成しました。災害から4時間以内、
8時間以内、3日以内と、復旧までの目標時間
を設定し、各場面で誰がどのようなことに対
応し、何に注意すべきかを表にしました。こ

した。1つは厚生労働省の社会福祉推進事業を

事例発表2

社会福祉懇談会における
経営品質向上活動委員会の
取り組み
社会福祉懇談会

薮本 剛

経営品質向上活動委員会

受託し、経営品質の向上に関する研究を進め
たこと、もう1つは「認定セルフアセッサ」を
養成したことです。これは、会員が日本経営
品質賞に基づいた考え方をそれぞれの組織で
推進していくための資格です。
さらに2012年には、社会福祉法人に日本経

氏（社会福祉法人こうほうえん）

営品質賞を導入するための具体的な検討に入

「社会福祉懇談会」は、1993年に「新しい

りました。厚生労働省の社会福祉推進事業を

社会福祉の実現」を目指して設立した団体で

受託し、経営品質認定制度モデル審査を実施

す。会員には、170の社会福祉法人が加入し

したのです。独自に作成したアセスメントガ

ています。よりよい社会福祉を目指す法人経

イドブックをもとに、認定セルフアセッサ72

災害時に職員が迷いなく出勤できるよう、

営者の集まりとお考えいただければと思いま

名中31名が、会員法人の六親会（千葉県印西

出勤基準や手当などに関する規程を設け、

す。実は、2013年にもこのセミナーで発表を

市）を審査しました。その結果、日本経営品

カードにして全職員に配布しています。連絡

させていただきました。今回は、その後2年間

質賞の考え方は社会福祉法人に対しても有効

や安否確認には一斉メールを送信します。

の活動報告も含めて、私たちの団体について

であるとの結論に達したのです。

ちらも減災マニュアル同様、写真や図などを
入れて分かりやすくしています（資料②）。
●

人員招集基準・緊急時のシフト

また、シフト調整が難しい場合を想定し、緊
急時用に災害特別勤務表を作成しました。さら
に、水やガスが使えない場合を想定し、ある程

紹介させていただきます。

発足から日本経営品質賞申請まで

そこで、日本生産性本部にこの経緯を報告
したところ、実際にパイロット審査をして検
証したいとの提案がありました。そして、日

私たちの活動目的は、「地域や社会の期待に

本経営品質賞の審査員が社会福祉懇談会会員

応える社会福祉法人であり続けるため、民間

の2法人を審査した結果、改めて、社会福祉法

企業の経営ノウハウを学び、経営の質の向上

人にも日本経営品質賞の審査基準が有効であ

NASAや米軍でも導入され、使用期限が25

に取り組む」ことです。加えて、関係省庁と

ると結論付けられました（資料①）。こうし

年と長いサバイバルフーズを100人×1週間分

定期的な意見交換をし、よりよい制度づくり

て、2014年度から、社会福祉法人は日本経営

備蓄しています。施設の複数の場所に保管す

を目指した提言も行っています。

品質賞への申請が可能となったのです。

度、復旧が進むまでの日課表も用意しています。
●

備蓄の充実・強化

ることで、1カ所が倒壊しても食糧を確保でき

昨今、社会福祉法人にはさまざまな問題提

るようにしました。実際に食べるためには水

起がなされています。2013年の「社会保障制

が必要なので、併せて備蓄しています。

度改革国民会議報告書」の中では、法人経営

2014年度の日本経営品質賞では、社会福祉

の合理化や近代化、非課税扱いにふさわしい

懇談会から次の3法人が下記の賞を受賞しまし

貢献などを求められました。

た（資料②）。

また、水害に備えて水嚢を備蓄していま
す。土嚢と同じ働きをしますが、水を含んで

日本経営品質賞受賞と今後の展望

私たちは、自らの組織を大胆に変革し、社

●

大規模部門受賞:（社福）こうほうえん

会福祉法人の使命の達成と経営の質の向上を

●

経営革新奨励賞:（社福）正友会

さまざまなことを想定して減災マニュアル

両立しなければならないと考えました。そ

●

千葉県経営品質賞奨励賞:（社福）六親会

やBCPなどを作成していますが、こうしたも

こで、いろいろと模索してたどり着いたの

2015年度からは、社会福祉法人における次

のに「完全」はないと考えています。実際に

が「日本経営品質賞」です。これは、1995年

世代のリーダーを対象とした勉強会をスター

災害シナリオに沿って4時間ほどかけて訓練を

に（公財）日本生産性本部が創設した表彰制

トしました。各自の法人で日本経営品質賞の

したところ、いくつか改善点が見つかりまし

度です。顧客にとって価値あるものを創造し

考え方を導入するための研究を行うもので、1

た。これからも訓練と改善を繰り返し、一歩

続ける、卓越した経営を評価する賞で、2013

期と2期を合わせて計19法人50名が参加してい

膨らむタイプなので、少人数でも短時間で設
置することができます。

年度までに213組織が申請し、34組が受賞しま
した。有名メーカーや生命保険大手などのほ

資料②
時間軸

対応すべきこと[優先順位順]
【一日分の飲料水を従来型食道まで運搬】
□ペットボトル
（水）
を従来型食道まで運ぶ。

【飲料用水確保】
□ポリタンク２０個集める
（ユニット型地下倉庫
内）
※キャラバン等使用のこと。
□従来型、
ユニット型タンクから水を汲みとる。
□ポリタンクに入れた水を厨房まで持ってくる。

4時間
以内

対応者

ポイント・留意点

参考資料

出動予測

・飲料水は１人１日３ℓ目安
・利用者７０人×３ℓ/日 １０５本/日 １７箱
夜勤
・必ず室内で保管。
ワーカー
（冬季で凍結防止の為、
また、夏季で高温になる
１名
恐れがあるため）
※空いたペットボトルは再利用するので捨てない。
優先順位
①従来型タンク

川越胃腸病院なども受賞しています。
この賞では、従来の組織が持つものの見方

②ユニット型タンク

や考え方、行動を、顧客価値に根差したもの

減災
マニュアルP
【非常用水の
確保】参照

スタッフ
２名程度
※タンクの水は残留塩素が低いため
『飲料』
に使
用する。
※タンクの水を排泄等の生活用水には使用しな
いこと。

【生活用水確保】
□ポリタンク、従来型倉庫から小型ポンプ、各
ワーカー室からエスポを中庭（渡り廊下）
まで
持ってくる。
□エスポを起動させ、
ポンプと繋ぐ。
□特養中庭地下水をくみ上げる。
スタッフ
生活用水が一定確保できた場合、以下のタン ２名程度
ク式水洗トイレを使用する。
・2-7前トレイ
（08トイレ）
・生活支援ハウス各居室トイレ
・生活支援ハウス相談室トイレ
・ユニット型ワーカー室トイレ

②中庭地下水

【厨房内の清掃と食材確保】
□厨房の生もの、冷凍食品、生鮮食品を確認
夜勤
する。
ワーカー
１名
□食材を調理できるように必要最小限で用具・
設備を整頓する。

POINT
食糧備蓄は、
『 毎食後』
に毎回確認し、緊急災害
対策本部に提出。

か、福祉に近い業界では福井県済生会病院や

・宿直1名
・夜勤４名
・１０名
（土山町
在住者）

減災
マニュアルP
【非常用水の
確保】参照

へと変革し、新たな戦略やサービスを生み出
すことを「経営革新」と定義していました。私
たちは、これこそが今の社会福祉法人に求め
られていることだと感じ、この考え方を福祉業
界に取り入れたいと考えたのです。しかし当

食糧備蓄
一覧表
（マニュアルP）

時、日本経営品質賞は、民間企業を対象とし
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資料①
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守ることができる職員は尊厳が何たるかを理

資料②

解している」と記しました。そこで私たち

表①

１. 職員間相互に信頼関係が形成されており、人権上問
題がある行為についてお互いに注意しあい、話し合

は、法人内に「尊厳と権利が守られる暮らし
づくり委員会」（以下、尊厳委員会）を立ち上
げ、このテーマに向き合うことにしたのです。

えている

２. 利用者の支援については、日々のミーティング等で

話し合われており、人権に配慮した内容になってい

る

尊厳委員会の取り組み

３. 利用者の呼称については、理由もなくニックネーム

尊厳委員会は、当法人の各施設から担当委
員を出し、年4回程度実施することにしまし
た。まず着手したのが会の目的です。すでに
当法人では、苦情解決、安全対策、身体拘束
ゼロ対策、虐待防止など、各種のテーマで

や「ちゃん」付けで呼ぶことはない。

４. 部署のデスク周りが整理整頓されており、利用者の
記録は外部の目の届かないところに保管されている

５. 利用者の記録は定められた場所で閲覧している
６. 利用者の記録類を断りなく持ち出していない
７. 外部の人の聞こえるところで利用者の話をしていな

ます。勉強会に参加した法人幹部からは、次

委員会が活動しています。そこで、それらの

のような感想が寄せられました。

テーマと重複しないよう、尊厳委員会では利

○普段、考えることのない組織論や、民間企業

用者の方の「生活環境の改善」を意識した内

23年に、職員320名に対して行ったところ、ご

の活動に触れる機会を持つことで、幅広い視

容で目的を設定することにしました。こうし

く基本的なことが理解されていないケースが

点を持つようになった

て掲げたのが次のような目的です。

あると分かったのです。例えば「苦情受付に

○福祉業界でしか働いたことがなかったため、
業界の常識に偏りがあることを自覚した
○自施設を振り返るきっかけとなり、自施設の
強みと弱みが明確になった
○あいまいだった会議での発言が、勉強会で学
んだ内容を踏まえたものになった
○モチベーションが向上した
この勉強会は現在も継続中で、参加者を募
集しています。
また、会員7法人1,550名を対象に、共通の
意識調査も行いました。その結果、規模や事
業が同等の法人であっても、職員の満足度や
意識に差があることが分かりました。現在、
調査結果をもとにした課題の明確化や、他業
界との比較などを進めているところです。
高齢化社会に向け、社会福祉法人は自ら経
営革新に取り組むことが強く求められていま
す。今後も社会福祉懇談会では、社会福祉法
人が経営の質の向上に取り組めるような仕組
みづくりを推進していきます。多くの法人に
経営品質向上の取り組みが広がり、経営の在

い

「利用者の皆さんが心身ともに安心して生活

関わるポストが設置されているか」との質問

することのできる環境づくりを目的とした啓

には15人が「いいえ」と回答しました。さら

発活動及びその他必要な活動を行う」

に「法人・施設で定める苦情システムがある

次に「尊厳」の捉え方について検討しまし
た。私たちは、尊厳委員会の土台作りに活用

ことを知っているか」との質問には、21人が
「いいえ」と回答したのです。

した『「尊厳を支えるケア」をめざして』（中

尊厳委員会では、こうした調査結果から多

央法規出版）を引用し、次の3項目を「尊厳」

くの課題を見つけ、啓発活動を行うことで、

の解釈として、法人内で共通言語化しました。

一定の研修効果を得られたと感じています。

①苦痛を与えることや今までの人生を否定する
ような言動やプライドを傷つける行為、所有
物を勝手に処分するような行為は人間の尊厳
が傷つけられたといえる。
②「同じような状態となった場合、自分であっ
たらどうして欲しいか」
「自分がされたならば

②施設訪問調査
①はどちらかというと自己評価が中心でし
たが、②では「他者評価」を行います。しか
し、同じ法人の職員同士による評価では、ど
うしても基準が甘くなることが懸念されまし
た。そこで、アンケート調査結果から得られ

嫌なことは他の人にもしない」
「相手のことを

た課題を再度確認し合うことで、調査への動

自分のことと思える心」
「自分のこととして行

機づけを強め「よりよい施設づくりのために」

うこと」

といったかけ声のもと実施しました。表②は

③自分の生きてきた歴史の中のどの部分におい
て尊厳が守られてきたかを知ること、尊厳が
守られている実態を知ることを体感すること
が重要。

訪問調査時のチェック表を抜粋したものです。
このチェック表に沿って調査を行った結果、
大きな課題はなかったものの、数多くの指摘が
寄せられました。日頃からその施設に勤めてい

り方が革新されることで、日本全体の福祉事

しかし、大変だったのはここからです。具体

業の質や生産性の向上につながることを期待

的に、職員にどのような啓発を行っていくのかが

しています。社会福祉懇談会にご興味のある

難題でした。私たちが前提として掲げたのは、

方は、ぜひご参加ください。

一方的な情報提供や「あるべき論」のアピール

る職員ではなかなか気付きにくい点など、改善
表②

訪問調査チェック項目

にならないようにすることです。職員が尊厳につ
いて自ら振り返る機会をつくり、積極的な参加
■

事例発表3

利用者の尊厳と権利が守られる
暮らしの実現を目指して
〜全社的取り組みから〜

社会福祉法人 千葉県福祉援護会
ローゼンヴィラ藤原

繁田 高弘

氏

私たちの職業は、「尊厳」や「権利」という
言葉に接する機会が比較的多いといえます。
しかし当法人では、言葉の意味を改めて議論
したことはありませんでした。そんな折、当
法人の理事長が経営方針に「利用者の尊厳を

意識を持てるような内容にしたいと考えました。
そこで発案したのが、次の4つの活動です。
①職員の意識調査
組み事例集

②施設訪問調査

③取り

④職員研修会

今回は①〜③についてご報告いたします。
①職員の意識調査
意識調査のヒントとして、千葉県の健康福
祉部健康福祉政策課が配布している冊子『福
祉施設で暮らしている人たちの生活向上のた
めの指針』を活用しました。この指針の中に
ある言葉を独自に抜き出し、調査項目として
整理したのが表①です。
これらの設問はごく一部で、実際には約40
項目の質問を設けています。この調査を平成
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1
2

利用者の呼称については、理由もなくニックネーム
や「ちゃん」付けで呼ぶことはない
部署のデスク周りが整理整頓されており、利用者の
記録は外部の目の届かないところに保管されている

3

利用者の記録は定められた場所で閲覧されている

4

外部の人の聞こえるところで利用者の話をしていない

5

居室内が整理整頓されている

6
7
8
9
10

利用者の使用する共用スペース等が安全で清潔な空
間となっている
居室内の環境について、利用者本人の希望を取り入
れている
利用者の居室に入室する際は、ノックを行うなどの
マナーを守っている
利用者の希望（または配慮して）によって、プライ
ベートカーテンを使用している
入浴や排泄時等、利用者の羞恥心に留意した配慮を
行っている

また、腰痛に関するアンケートも事前に行

「業務中に腰痛が出る」と答えた職員は3名減少

いました。すると「業務中に腰痛が出る」と

し、
「腰痛の不安がある」と答えた職員は14名

私たちは、全職員が尊厳に対する意識を高

答えた職員は42名中13名で、「腰痛の不安があ

から0名になるという、明確な成果が出ました。

く持てるよう、きちんとした取り組みを行っ

る」と答えた職員は14名でした。特に女性職

また、入居者の方も介助に安心感を覚えること

ている施設の事例集を作成することにしまし

員の割合が多く、移乗介助やトイレ介助で腰

で、笑顔が大変増えたと感じています。職員と

た。事例の一部をご紹介します。

痛や不安を感じているようです。今回の研究

のコミュニケーションが円滑になったことから

■個人の人格を尊重し、原則的に利用者は

では、このアンケート結果がどのように変化

も、職員の不安軽減は入居者の方の精神面に反

するかも、ポイントの1つとなります。

映するものだということを再認識しました。

に向けた取り組みがなされています。
③取り組み事例

「○○さん」と呼びます。…特に呼び方を

さらに、これまで自力でベッドから動けな

希望される場合はサービス計画書に記載。
■利用者の個性や特性に合わせて、コミュニ

かった入居者の方が、自らスライディングボー

資料①

ケーションの工夫を行います。…コミュニ

ドを使用し、足を動かして車いすに移ってくだ

ケーションが困難な場合は代弁者と相談する。

さるようになったケースもあります。ベッドか

■苦情を出しやすい環境づくりに努めていま

ら居室、リビング、地域交流スペースへと生活

す。…投書箱の設置や法人苦情システムの

範囲が広がったことで、さまざまな面で意欲が

掲示、第三者委員に受付や解決を依頼する。

向上したようです。重度の入居者の方に関して

「尊厳」というテーマは大変難しく、今回

は表情や言動から推測することしかできません

の取り組みで十分な結果が出たとはいえませ

が、介助時の暴力や暴言など、拒否的な反応が

ん。しかし、私たちなりに「尊厳」の意味を

軽減したと職員から報告を受けています。

解釈し、共有することはできたと考えていま

資料②は、当施設で発生した事故に関して、

す。このテーマには「ここまでやればよい」

福祉用具活用前と活用後の状況を比較したもの

というゴールはありません。今後も粘り強く
取り組みを継続していきたいと思っています。

■

事例発表4

介護職員の腰痛管理で
入居者により安全で安心した
介護サービスが提供できる

〜職員の腰痛管理と施設内事故
軽減の関係〜
社会福祉法人 玉美福祉会
高齢者ケアセンター 向日葵

宮本 仁志
高野 大介

氏
氏

腰痛は、職員の業務に支障が出るだけでな
く、施設内事故にもつながります。そのため
当施設では、基本的な介護でも日常的に福祉
用具を活用してきました。しかし、入居者の
方の疾患や障害は多様で、介護職員の年齢や
性別、体力やスキルもさまざまです。私たち
は、安全で安心できる介護サービスの提供に
難しさを感じていました。そこで当施設で
は、ある公益財団法人の助成金を得て、腰痛
予防のための身体の自己管理や、福祉用具の
活用に関する研究を行うことにしたのです。

福祉用具の効果を研究
●

事前準備

研究期間は、平成25年11月から翌年10月ま
での1年間です。私たちはまず、研究の1カ月
前に、全介護職員を対象とした事前研修を4回

●

です。左の棒グラフが活用前、右の棒グラフが

研究内容

活用後です。

研究の最初に行ったのは、入居者の方々か

転落、転倒、滑落、外傷、打撲、ヒヤリハッ

ら研究対象者を決めることです。私たちは入

ト、骨折の7項目で比較しています。ご覧のと

居者の方を認知面、疾患障害、ADLのレベ

おり、事故をゼロにすることはできませんでし

ルごとでグループ分けをし、全介助が必要な

たが、ほとんどの項目で事故数が軽減している

ど、介護負担が特に大きいと認められる方々

ことが分かります。

を対象者に定めました。そして、どの入居者
の方に、どんな福祉用具を活用するのかを明

資料②

確にした上で、実践に入っていきました。
私たちが導入したのは、ベッドからの移乗
をスムーズにするシート「ラクラックス」
や、車いす利用者の移乗を補助する「スライ
ディングボード」、入浴時の作業を補助する
「スライド式ターンテーブル」などです。活用
すると、すぐに多くの利点に気づきます。
例えば「ラクラックス」は、ベッド上での
自己動作が困難な要介護者の体位変換がしや
すくなるため、無理な姿勢で介助をすること
がなくなります。褥瘡予防にも効果がある

課題と対策

と感じました。また「スライディングボー

●

ド」は、要介護者を安全に移乗できるだけで

研究を終えて、課題として挙がったのは次

なく、自発的な動作や自己能力の発揮に効果

の4つです。

があると感じられました。そして、入浴時に

①すべての身体状態に応じた福祉用具をそろ

浴槽への出入りを補助する「回転式バスボー
ド」は、介助時の支持基底面不足を解消で
き、移乗から座位、座位から浴槽をまたぐ動
作を安全に行うことができます。
平成26年1月から4月は、これらの福祉用具

えることは困難
②リスク管理を徹底するために2人介助を行う
ことで、他の入居者の見守り不足が生じる
③福祉用具の正しい使用法を徹底する
④福祉用具を過度に頼ることで、基本的な介

を活用することによる「腰痛の状態」や「業

護技術の低下を招く恐れがある

務中の変化」、「前年度の事故数との比較」を

上記の課題をクリアするには、今後も定期

検討しました。そして、平成26年4月から10月

的な研修や勉強会が必要であると考えていま

は、それまでの作業に加え、研究の最終的な

す。また、職員は介助中でも視野を広くして

評価も進めていきました。

リスク管理を徹底し、入居者の方の状態を把
握するよう努める必要があります。

研究の成果

行いました。福祉用具を用いた入浴介助や移

●

乗介助を安全に行えるよう、理学療法士や用

1年間の研究を終え、改めて職員に対して腰

まな身体状態に応じた福祉用具の活用が欠か

具の専門員に指導を受けたのです（資料①）。

痛に関するアンケートを行いました。すると

せません。業務の環境を整え、職員と入居者

高齢者施設では、職員の腰痛管理やさまざ
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の方との信頼関係を構築することが、QOLの

受け、紹介された訓練生に、当施設で実習をし

とされていることを感じられるよう、意図的

向上につながっていくと考えています。

ていただきます。その後、本人を含めた支援調

に配慮することが大切なのです。

整会議で実際の訓練内容や賃金を検討し、合意
した上で本格的な就労訓練へと進みます。
■

事例発表5

中間的就労（ユニバーサル就労）の実践
社会福祉法人 みささぎ会
高齢者ケアセンター つどうホール

山下 幸宏
奥田 赳視

氏
氏

介護や認知症予防の研究、各種の社会貢献

●

Cさんの実践事例

資料①の一番大きな囲みが、中間的就労で

資料②は、無料低額宿泊所を利用しながら

当施設が担う部分です。まず、アセスメント

当施設で職業訓練を行う、Cさんの「個別支

を作成し、訓練生に合った仕事内容を考えま

援計画書」の抜粋です。

す（マッチング）。それから就労支援計画を作

計画書には、Cさん自身の目標や課題、身

成し、実際に就労訓練を開始します。訓練期

に付けるべきスキル、それに対する職員の具

間を終えたら評価を行い、支援調整会議で今

体的な支援内容などを記しています。この計

後の方向性を検討するのです。

画書に加え、Cさんの1日の業務を時間軸で表
にした「業務一覧シート」と、業務に沿って

資料①

職員が統一した配慮を行うための「職員向け

事業に本気で取り組む当法人の事例を発表さ

手順書」を作成しています。

せていただきます。

Cさんは当初、おしぼりの準備や車の掃除
など、裏方ともいえる仕事を嫌がっていまし

社会貢献事業への取り組み

た。しかし、職員がCさんにとって働きやす

当法人では、次の6つの事業を中心とした社

い雰囲気をつくったことで、次第に心境が変

会貢献事業を行っています。各事業で生じる

化していったようです。今ではとても積極的

費用は、すべて当法人が負担しています。

に訓練に取り組んでいます。

①総合生活相談

●

地域における生活困窮者のレスキュー事業

中間的就労を通して、訓練生に生きがいを

として、平成16年から実施。
②居場所作り
地域や人との関わりが希薄な方に施設を開放。
③認知症予防デリバリー事業

課題と展望

●

実施する上で重要な点

感じていただくことが、居場所を求める方々
の社会参加や継続した就労訓練につながりま

中間的就労の実践で重要なのが「業務分

す。生活保護などの既存の制度は、サービス

13地域の自治会に出向く「デリバリー型」

解」と「マッチング」、「職員間の配慮」です。

が細分化され、分かりにくくなっているのが

で認知症予防の啓発活動を実施。大阪大学大

業務分解とは、施設の仕事内容を細かく分

現状です。そこで、今後はますます社会福祉

学院の精神医学教室や、産業科学研究所と、

解することです。例えば朝食の準備なら、お

法人の資源や専門性を活かした支援が求めら

認知症予防について協同で研究中。

茶やおしぼりの配布、車いすからいすへの移

れると考えています。

④ユニバーサル就労

乗、配膳など、いくつかの工程に分解するこ

当施設の理事長は「社会福祉とは、自助努

とができます。施設内の仕事内容を細かく把

力の及ばないところに発生するすべての生活

握しておけば、訓練生を受け入れたときにス

問題に対して支援すること」と語ります。私

ムーズな仕事の組み立てができるのです。

たちはこれからも、生活に困窮されている方

一般就労が困難な方に就労訓練や雇用を実施。
⑤無料低額宿泊所
一時的な住まいの確保と居場所づくりのた
め、生活困窮者に無料または低料金で宿泊場

次に、マッチングについてです。人手が足りな

所や食事などを提供。大阪の社会福祉法人の

いところをサポートしてもらうなど、訓練生を事業

中では唯一、当法人が認可を受ける。

所の都合に合わせようとしてもうまくいきません。

⑥災害支援ソーシャルワーク活動

訓練生はコミュニケーションが苦手だったり、理

阪神淡路大震災や東日本大震災などの災害
時に、職員を被災地に派遣。

中間的就労（ユニバーサル就労）の事例
●

中間的就労の背景と流れ

この事業を実施するきっかけとして、次の3
つが挙げられます。
1つは、平成27年4月に施行された「生活困
窮者自立支援法」において、社会福祉法人が
働きにくさを抱えている方の職業訓練の場と

解力が弱かったりと、さまざまな個性を持ってい
ます。そこで大切なのが、1人1人に合わせた仕事
をつくり出す、マッチングという作業です。
さらにもう1つ欠かせないのが、訓練生に
対する職員間の統一した配慮です。例えば朝
は必ず「ご苦労様です」と声を掛ける。作業
が遅れていても焦らせるような発言はしない
など、職員向けのマニュアルを作成していま
す。訓練生が当施設で居場所を見つけ、必要

を支援しながら、ニーズ対応型の社会福祉法
人として地域に貢献したいと思っています。

第43回国際福祉機器展
H.C.R. 2016

平成28年
3月31日（木）
必着

出展申込の〆切が近づいています！
会 期 平成28年

10月12日
（水）
〜10月14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）

出展申込は、予定小間数に達した場合、予告なしに期
限前に締め切らせていただく場合があります。

資料②

H.C.R.は今後も、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

して期待されていること。2つ目は、中間的就

支援、ご参加を賜りますよう、よろしくお願い申し上

労を先駆的に実践している社会福祉法人生活

げます。

クラブ風の村（千葉県）を視察し、就労支援
担当者の養成講座を受講したこと。3つ目は、
大阪府社会福祉協議会の社会貢献推進委員会
に設置された「中間的就労等を検討する小委
員会」に作業委員として参画したことです。
資料①は中間的就労の受け入れの流れです。
まず、自立相談支援機関から就労訓練の依頼を

8

