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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～

全国の福祉施設・事業所では、利用者への支援のため日々創意・工夫を図り、サービスの質の一層の向

特設会場G2（東8ホール内）

障害者福祉施設・事業所
における工夫事例

上に努めるとともに、法人として地域福祉の推進のために公益的活動を進めるなど、多くの取り組みが実
践されています。
本講座では、こうした高齢者・障害者（児）施設・事業所における先駆的な取り組みと、多くの福祉施
設・事業所で活かせる工夫やアイデアを共有しました。
本号では、下記の障害者福祉施設・事業所の福祉機器を活用した利用者のQOL向上のための実践や、
人材確保・定着のための職場環境づくり、地域の公益的な取り組みなどの事例発表を紹介します。
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リフト導入による利用者の
安心・安全な支援の実現
社会福祉法人 まりも会
清瀬療護園
生活支援課長

成田 圭

氏

まりも会 清瀬療護園の概要

か所、活動室、リハビリ室、スヌーズレン室、さら
に一般の方にも来訪してもらえる本格的な喫茶店な

PTや販売員の指導を受けています。
リフトの普及に必要な要素の1つが、施設長や法
人全体の理解です。設置にはそれなりの予算が必

どを併設しています。

要になるため、管理者側の理解が大きく寄与します。

リフト普及への取り組み
当施設は、二十数年前から徐々にリフトの導入を
進めてきました。平成29年に建て替える時点で、す

そこで、当該施設における腰痛などの発生状況や、
腰痛を理由に離職した職員の把握が必要です。また、
利用者の離床状況、生活の質の向上を常に目指すこ
とも、リフト導入につながると考えられます。
しかし、私たちの旧施設では「リフトを設置し

でに54機の移乗用リフトがありました。しかし、当

ながら使わない」という失敗がありました。そこで、

時は全てのリフトが稼働していたわけではありませ

これを繰り返さず、稼働率を上げるにはどのような

ん。使用は職員の裁量や利用者の判断に委ねられて

取り組みを行えばよいかを検討しました。

当施設は、昭和51年4月、都内で2番目の重度身

おり、
「抱えない介護を全施設で目指そう」との取り

体障害者療護施設を、都立民営で東京都清瀬市に開

組みが一切なかったため、結果的にパワー介護が横

ハード面の設備は十分に充実していましたが、ソフ

所しました。その後、昭和50年代後半には、施設の

行していました。しかし、建て替えの節目を迎えた

ト面の取り組みが全くなされていませんでした。設

旧施設の失敗を検証すると、54機も導入したので

共用部のトイレに初めて移乗用リフトを設置しまし

ことで、抱えない介護を目指す機運が一気に高まり、

備を充実させても取り組みが不十分では稼働率が上

た。まだ、福祉の世界に移乗用のリフトが出始めた

移乗を行うであろう全てのエリアでリフトを導入す

がりません。リフトが活用されるか否かを大きく左

ばかりのころでした。平成24年には、東京都より民

ることになったのです。そして、建て替え後の新施

右するのは、ソフト面の取り組みであるとの結論に

間委譲を受けて自主運営を開始。平成29年4月、老

設には全エリアに77機のリフトを導入しました。

至りました。

朽化に伴い建て替えを行い、現在は新しい施設で運
営しています。
建物は鉄筋コンクリート3階建て、ユニット方式

資料①、②、③が、当施設で導入したリフトです。

リフトの普及に必要な要素の2つめとして挙げら

デンマークのグルドマン社製です。全居室に自在な

れるのが、導入後のソフト面の取り組みがきちんと

XYレールを配置し、浴室・診察室・リハビリ室・

行われることです。リフト導入後のポイントは次の

を採用しています。68床が全室個室で、施設入所が

スヌーズレン室など移乗が考えられる全てのエリア

3つです。①導入後すぐに施設長や管理者がリフト

60名、生活介護が70名、短期入所ショートステイは

にリフトを配置しています。スリングシートのサイ

を積極的に使用するよう指示すること、②導入後す

8床です。そのうち1床は緊急一時保護用となってい

ズは、後ほど説明する18名の「リフトインストラク

ぐに介護職員にリフトの必要性と正しい操作方法を

ます。看護師が24時間在住しており、診療所のドク

ター」
「リフトリーダー」を中心に選定を行い、既存

レクチャーすること、③確実に使われているかを検

ターは月～金曜日の時間勤務です。その他、浴室4

のスリングシートでは吊り上げが困難な場合などは

証することです。
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資料①

＊居室へＸＹレールとリフト本体を設置

接的なQOLの向上にはなりません。身体に合った車

する利用者は25名です。A型事業の利用者の給与は、

いすの使用や座位保持装置、日中活動のメニューな

最低賃金の月額10万円程度。B型事業者は、まだ賃

どの充実も必要になります。立位が取れて、リハビ

金が低い状態で8,000円です。営業は10時から18時、

リの観点からリフトを使う必要のない方は、リフト

定休日は木曜日です。常勤職員は7名、非常勤が24

を使うことによる廃用性も考えられます。案件ごと

名です。レストランの席数は40席、敷地内に18台分

にPTの意見なども聞きながら進めています。

の駐車場も用意しています（資料⑤）
。
2018年 度 の 売り上 げ は、 予 算 をか なり上 回 る

移乗用リフト使用の重要性
資料②

移乗用リフトの重要性は大きく分けて2つです。

＊機会浴室

＊診察室

資料③

＊リハビリ室

＊スヌーズレン室

9,000万円近くになる予想です。1日の平均売り上げ
は約30万円。そのうちパンの売り上げは14万円です。
レストランの売り上げも徐々に上がってきています。
利用者の就労時間は基本的に8時から15時までと

1つはリフトを使用することで利用者に対する無

なっており、水・木曜日もしくは木・金曜日の週休

理な姿勢や過度な力を軽減し、質の高い介護を提供

2日制です。レストランで働く人たちやパン作りの

できることです。正しい操作方法により、転落事故

担当は土・日曜日に働くのが条件です。平日の休み

による骨折などの重大事故のリスクを回避できます。

については、特段、事業所としてのフォローはして

また車いすに着座するときもリフトを使用すること

いません。グループホームや自宅から通っている利

により、容易によい姿勢で乗せることができます。

用者がほとんどです。ピザを焼く、パスタを作るな

もう1つは介護職員の負担の軽減です。リフト導

ど一人ひとりが重要な担当を持ち、ある程度技術が

入後、当施設では着実に職員の腰痛による中長期の

上がると他の取り組みができるように仕事を任せて

病休者と離職が減っています。これは、最近では雇

いきます。

用を確保する上でも重要ではないでしょうか。より

パン作りに関しては、横浜のパン屋が集まる勉強

長く働ける環境は、採用時のセールスポイントとし

会に20年近く参加をしたこともあり、プロの方から

て有効だと考えています。長期ビジョンでとらえれ

協力を申し出ていただき、人気店で修行をしてノウ

ば、安定した施設運営にもつながります。

ハウを教わりました。コンサルタントをお願いして

つまり、雇用の状況が安定すれば、施設としても

いる方については1回2万円程度の契約で、他にも多

積極的かつ新たな取り組みが可能になり、利用者の

くのボランティアの方々に協力していただいていま

生活の幅も広がっていくのです。移乗用のリフトは

す（資料⑥）
。

単に移乗用のツールというだけではなく、利用者の
QOLの向上ならびに施設全体の質の向上のために
なくてはならないものだと確信しています（資料④）
。

資料④

清瀬療護園の考える「リフト導入による利用
者の安心 安全な支援 とは
者の安心・安全な支援」とは
利用者様のＱＯＬ向上

移乗用リフト

ファール ニエンテの魅力は3つあります。
■

1つ は、 横 浜 ピ ッ ツ ァ ラ ン キ ン グ で 現 在8位 の

事例発表2

地域に根ざし、高売上を実現する
ファール ニエンテ（A型事業所）の挑戦

〜『味』
・
『ひと』
・
『場所』三位一体の訴求力～

長く勤められる

介護職員の腰痛

職場環境

予防

社社会福祉法人 開く会
ファール ニエンテ
常務理事

萩原 達也
当施設では、これまでリフトを使ってこなかった
利用者にリフトの安全性と必要性の説明を行い、リ
フトの使用に同意をしていただきました。一方、職
員はリフトの正しい操作方法と必要性を理解するた

ファール ニエンテの3つの魅力

「味」です。スタート時から定期的にプロの方から技
術指導を仰いでいます。お店の目の前の農園で栽培
する無農薬野菜を食材として使うことも売りになっ
ています。ピザの具材はその日に採れた野菜を使
います。今日あるいは今週までしか食べられない旬
のものを提供することが、お客様に受け入れられて
いるように思います。自分たちで作った「僕らの小
麦」という小麦を、石臼挽きの自家製粉で使用して

氏

いるのも特長で、香ばしい味には自信があります。

ファールニエンテの概要
当法人が、4年前に立ち上げたA型事業所「小麦

め、公益財団法人 テクノエイド協会の「リフトリー

畑の石窯食堂 ファール ニエンテ（以下、ファール

ダー」
、JASPA介護リフト普及協会の「リフトイン

ニエンテ）
」の取り組みについて紹介させていただき

ストラクター」の資格を取得しました。

ます。

その職員を中心に創設したのが「施設内リフト検

当 法 人 は1990年 に 設 立 し、 現 在 は、 障 害 福 祉

定」です。全介護職員に的確にレクチャーできるよ

サービス事業所として、就労継続支援A型、B型、

う、次のような体制を整えました。

生活介護の3事業所、グループホーム10軒、地域包

○操作マニュアル作成

管理事業を行っています。法人設立と同時に授産施

○リフトの必要性を理解するための資料、施設内リ

設「共働舎」を立ち上げ、パン作り、花苗生産、陶

パンは約50種類くらいをそろえ、日によって仕込
資料⑤

括支援センターなど、地域支援のための事業所指定

フト検定用のテキストを作成
○筆
 記試験、実技試験のテキストを作成

○リ
 フト講習用のDVDと、※⑥アビリティーズ・ケ

芸、販売に取り組んできました。
ファール ニエンテを開設したきっかけは、横浜
市営地下鉄線ブルーライン下飯田駅前の約1,000坪

アネット株式会社が監修・作成した学習用の資料

の土地を活用できないかとの相談を受けたことです。

の用意

そこで、農作業の成果物をそのまま食材として使う、

この施設内リフト検定で全介護職員がリフトの必

六次産業的な取り組み（農業などの一次産業が食品

要性を理解することにより、リフトを使用した抱え

加工・流通販売にも業務展開している経営形態のこ

ない介護の実現が進みました。抱えない介護は、安

と）を目指し、これまで行ってきた園芸作業やパン

心・安全であるとともに、離床の機会を増やすこと

作りを集約させる計画をスタートしました。

で利用者の生活の幅が広がり、QOLの向上にもつ

現在、A型事業「ベーカリー＆食堂」に従事する

ながります。もちろん車いすに乗車しただけでは直

利用者は8名、B型事業「農業＆ガーデン」に従事
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資料⑥
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資料⑦

す。すでに、小麦の収穫2トンを目指して1,000坪の
新しい農地を借りました。B型の利用者も含めた賃
金アップも大きな目標です。また、教育機関や他事

ある時、Aさんが38度の発熱と脂汗が出ているこ

業所、近隣の農家とのコラボレーションなど、さま

とから、休日診療を受診しました。レントゲンの結
果、左脛骨にヒビが入っており、骨密度が非常に低

ざまな団体との連携の強化も考えています。
安定的かつ持続的な事業経営については、法人の

資料⑧

骨折による入院から退院までの経過

い状態だと診断されました。また、翌日には、整形

役割や理念と、経営とのバランスをどう取るかが課

外科で腓骨の骨折も判明しました。その後、安静に

題です。当法人は社会福祉法人として、地域からの

していましたが、右膝顆上骨折も認められ4週間の

要望に応えるべく、レストランの経営の方針も検討

入院となりました。

しなければならないことがあります。具体的に地域

主治医からは、
「骨折が治癒してもAさんの骨は非

の方に対して、店を利用した地域貢献をしていきた

常に細く脆いため、今後も頻繁に骨折は起こる」と

いものの、ある程度店を回転させないと商売として

告げられました。これを受け、当園の会議では「自

成り立たないという現状をどのように両立させるか

分の介助で骨折させたらと考えると怖い」
「女性一

模索中です。これらの目標や課題をどのように達成

人体制の夜間は安全に介助ができない」
「男性は協

するかを考えながら、今後も事業に取り組んでまい

力できるが異性介助には抵抗がある」などの意見が

ります。

出ました。
しかし、Aさんやご家族、後見人は当園に戻るこ
とを要望したため、元の生活ができるように検討を

■

重ねることになりました。
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福祉機器の活用による
骨粗鬆症の方への自立支援

退院後の対応策の検討項目

社会福祉法人 わらしべ会
障害者支援施設 わらしべ園
生活支援員
サービス管理責任者

みの数量や回数を調整しています。来客数が多い土
日は仕事が増えるため、早く作業することをプロの
方から習いました。当初は利用者が戸惑うこともあ
りましたが、今では十分な働きぶりを見せてくれて
います（資料⑦）
。

辻本 麻紀

氏

窪田 真也

当園では2つの対応策を考えました。
1つは介助時の骨折予防と不安解消についてです。
全職員が、病院で理学療法士と看護師の助言を受け

氏

ながら介助の練習を行いました。また、足同士が当
たったり重なったりしないようにすることや、身体

わらしべ園施設と事例紹介

を捻るのは危険なため、必ず2人で介助をすること、
他人の手などが当たると骨折の恐れがあるため、他

当園は、昭和56年に重度身体障害者厚生援護施設

2つめは「ひと」
（利用者を含めたスタッフ全員）

として開所しました。現在は障害者支援施設として

です。事業をスタートした当初、ピザ焼き担当の、

施設入所支援39名、生活介護40名、短期入所の事

の利用者と一緒に湯船に入ることは避けることなど
の注意も医師から受けました。
もう1つの対応策は福祉機器の導入です。安全に

ある男性利用者は12時になると黙って食事に行って

業を行っています。主な利用者は身体障害者で、ほ

夜間支援が行えるよう、福祉機器をレンタルで試し、

いました。しかし、ピザの焼き場がお客様から見え

とんどの人が車いす利用です。

活用できるものを探しました。例えば、尿吸引ロ

ることもあり、次第に変化が見られ、今では14時く

今回は、骨粗鬆症の方に対する福祉機器の活用に

ボット「ヒューマニー」です。これは、夜間の排泄

らいまで、1人で100枚程度を焼き続けることができ

より、骨折予防とともにQOLの向上につながった事

課題を解決するための機器です。パットに付いたセ

ます。自身の生活パターンへのこだわりを、少し横

例を紹介します。

ンサーが尿で濡れると吸引します。しかし、Aさん

に置けるようになってきたのです。ファール ニエン

事例として挙げるのは、骨粗鬆症を患っているA

は身体が丸まって固くなっているため、センサーが

テという舞台と、そこに来られるお客様が彼の行動

さん、60代女性です。身体障害者手帳1級で障害種

反応せず吸引できないことがありました。クッショ

を変え、仕事の喜びを得ることができたのだと思い

別は結核性髄膜炎後遺症、両股・両膝関節屈曲拘

ンなどを使い姿勢の工夫を行いましたが、寝付けな

ます。

縮です。障害支援区分は6で、日常生

また、ファール ニエンテを支える農園で働く人た

活のほとんどに介助が必要です。家庭

ちに、農園に見学に来られたお客様が「おいしかっ

の事情により養育環境が点々と変わり、

たよ」と声をかけてくださることもあります。
「役に

平成15年ごろに祖父が認知症を発症

立っている」と実感が持てる機会となり、大変あり

したことから、十分な支援がない状態

がたいことです。
3つめの魅力は「場所」です。ファール ニエンテ

で生活をされていました。やがてネグ
レクトと判断され病院に入院し、大阪

とは「何もしない」という意味です。訪れた方が何

市更生療育センターを経て、平成21年

もしなくても満ち足りるような空間づくりを目指し

12月に当園に入所されました。

ました。店内は高い吹き抜けの空間にゆったりと客

Aさんは日常的な介助のほか、夜間

席を配置し、敷地内は植物が多く、視界を遮るもの

は2時間おきの体位交換と、オムツ使

が少ない環境です。庭も開放しており、芝生の上に

用のため頻繁な介助が必要です。背中

シートを広げて家族でパンを食べていただくことが

が丸まった状態で硬くなっているため

できます。大道芸などのイベントも行い、客足を絶

仰向けに寝られず、左右どちらかの横

やさないように工夫しています。

になった状態で寝ています。そのため、

また、ガーデンに植えられた約100種類の植物は、

介助時に動きが大きくなり、熟睡でき

毎日手入れをしないと維持管理ができない品種を選

ずに昼間寝てしまうことがありました。

び、地域の人たちに障害のある人たちが働いている

また、オムツ内に排便した際、オムツ

風景を日常的に見ていただく工夫をしています（資

の隙間から便を触ることもありました。

料⑧）
。

睡眠時のこの2つの課題について根本
的な解決法が見つからず、さらに骨折

ファール ニエンテの今後の展望

をしたことで骨粗鬆症の重度化が発覚
し、骨折予防の対応も同時に行う必要
が出てきました。

農的活動の質の向上と、ボリューム拡大が目標で

4

資料⑨

4.レンタル試⾏した福祉機器
（夜間の排泄課題解決のために）
『ウォシュレット付きポ タブルトイレ』
『ウォシュレット付きポータブルトイレ』

資料⑩

4.レンタル試⾏した福祉機器
（夜間の体位交換のために）
『オスカ 』
『オスカー』

いという課題が残りました。
次に、全自動排泄支援ロボット「ドリーマー」を
試しました。尿だけではなく排泄物を感知して臀
部を洗いながら吸引するものです。試用したところ、
姿勢の問題で常にセンサーが作動した状態になり、
一晩中洗浄音が鳴っていました。接続が複雑なため、
装着時に骨折する可能性があり、安全に装着する方
法を模索しましたが、問題は解決できませんでした。
当園では、センサーを使った排泄処理機器は活用

■

資料⑪

事例発表4

競争相手のいない商品開発で
就労継続支援B型事業利用者の
工賃財源確保を

を試しました。拭き取り時の介助負担が減ることで、
骨折のリスクが少なくなります。時間を決めて習慣

緑川 清美

氏

パラダイスムーン型
アクアムーン型
(W62×D38×163cm) (W54×D54×174cm)

東京リハビリ協会の概要
当会は、東京都西多摩郡日の出町において、就

付けることにより、現在は毎日トイレで排便ができ、

労継続支援B型事業をはじめ、生活介護事業、福
祉ホームなど9つの事業を運営しています。今回は、

次に、夜間の体位交換のため、
「スモールチェン

労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及
び能力の向上のために必要な訓練を実施すること」

作部分への接地面積が狭いため、身体の動きはわず

と、障害者総合支援法で定められています。福祉

かでした。理学療法士から見ても、Aさんにはこの

サービスのB型事業が商売を行う理由は、利用者に

機器での体位交換だけでは不十分と判断されました。

一定の工賃を支給し、地域における自立生活に移行

そこで次は、空気圧の調整で体位交換を行い、体

するためです。しかし、全国のB型事業所の平均工

格などに合わせた調整が可能な「オスカー」を試し

賃は約15,000円となっており、障害年金を合わせて

たところ、身体に合い、きちんと体位交換されてい

も地域での自立生活は困難だと思われます。

ることが確認できました。時間をかけて体位交換を

現在、当会では全国平均の4倍以上の工賃を支給

行うため、睡眠の邪魔にもなりません。理学療法士

しています。全国では10万円以上の工賃を支給して

や看護師と一緒に、身体が滑ってずれない角度や、

いる施設もありますが、残念ながら多くは低工賃で

身体がねじれないようにするための調整を行いまし

あるのが実態です。当会では「障害があっても、同

た。また、職員間で、ベッド上での介助が安全に行

年齢の市民と同等の生活環境の確立を支援するこ

えるかについても確認しました（資料⑩）
。

と」を経営方針とし、障害のある人々が自らの力で

介助がパット交換のみとなり、ワンピースの着用に
より少ない介助過程になったことから骨折リスクも

地域における自立生活を可能にすることを実践して
います。
この取り組みを実践するための商売の事例として、
当会で行っている2つの事業を具体的に説明します。

軽減され、睡眠時の2つの課題を解決することがで

これらの機器は福祉用具業者の協力により無料で
試行できました。購入に関しては、ウォシュレット

資料⑫

【観賞魚リース事業】

■観賞⿂の飼育や水質管理
■観賞⿂の飼育や水質管理、
餌やり等が利⽤者さんの作業になっている

◎現在まで、都内及び近県を中心に 約1,750台を販売、約35億円の売上げ 5

資料⑬

【 アド(広告⽤)水槽 】 開発中
『観賞魚を楽しむと同時に広告商品が泳ぐ』

6

資料⑭

【えぞあわびの養殖事業】
■新商品開発
2万貝の養殖設備完成！
東京で初めてのえぞあわびの養殖事業
業
来年度 『東京産あわび 誕生予定
来年度、『東京産あわび』誕生予定

きました。Aさんが熟睡できるようになったのと同
時に、職員の介護負担の軽減にもつながりました。

4

就労継続支援B型事業の目的は「一般企業での就

換を行い、刺激が少ないのが特徴です。しかし、動

きポータブルトイレ」と「オスカー」です。夜間の

ツインタワー型
(W170×D42×136cm)

当会の就労継続支援B型事業について紹介します。

膨張・伸縮により、自動で15分間隔の小さな体位交

最終的に当園が採用したのは「ウォシュレット付

アクアジャンボ型
(W120×D50×170cm)

フルムーン型
(Φ62×165cm)

オムツ内の排便がなくなりました（資料⑨）
。
ジラグーナ」を試しました。これは、クッションの

■外出機会に恵まれない障害者・高齢者施設の
■外出機会に恵まれない障害者
高齢者施設の
利⽤者の⽅々に対する完全メンテナンス付きの
｢プライベート水族館｣を開発
プ イ
族館
発

社会福祉法人 東京リハビリ協会
理事長

できないと判断し、オムツ内への排便だけでもなく
すため、
「ウォシュレット付きのポータブルトイレ」

【観賞魚リース事業】

競争相手のいない商品開発の
2つの事例

付きポータブルトイレは施設の設備とみなして施設

1つめは「観賞魚リース事業」です。人間の背丈

側で購入。オスカーは補助金を使って本人負担の購

ほどある水槽に、赤や青、黄色など色とりどりの熱

入としました。

帯魚が泳ぐ「プライベート水族館」を、約26年前に

7

資料⑮

【えぞあわびの養殖事業】
◎作業所（東京都下 日の出町）

開発しました。これまで約1,750台を販売、約35億

福祉機器の活用による効果

円の売り上げになっています。
障害者や高齢者などの施設利用者の多くは、容
易に水族館に行くことが難しいのですが、
「プライ

一人ひとりの状態や変化に合わせて適切に福祉

ベート水族館」の導入により、施設生活に憩いと潤

機器を使用することは、QOLの向上につながりま

いが生まれます。また、かわいく美しい生き物を身

す。例えば、自力で立てない方は介護リフトを使

近にし、餌を与えることで、安心や安定などの精神

8

用することでトイレでの排泄が可能となりますし、

的効果もあり、心身に変化が生まれるという利点も

て事業化につなげています。観賞魚リース事業で26

Windows操作支援ソフトウェアによる視線入力装

あります。これは、購入されたお客様にも、障害の

年間培った飼育や水産技術のノウハウを活かして開

置を使うことで、前向きな生活の実現に取り組んで

ある利用者にも、夢のある事業となっています。

発しました。

いる方もいます。

水槽の大きさによりますが、5年間のリースは1台

現在はまだ研究段階ではありますが、2019年度

Aさんは、骨粗鬆症の治療のフォルテオ注射によ

月額35,000円前後です。メンテナンスは、基本的

には「東京産あわび」の誕生を目指して進めており

り骨密度が増加し、生活の広がりを見せています。

に5年間で30回行います。利用者の作業は、主に観

ます。なお、
「東京産あわび」の商品名は、生育期

骨折当時は元の生活に戻ることができないのではな

賞魚の飼育や水質管理、餌やりです。リース期間中、

間が長い所を産地として表示できるため、来年度以

いかと思いましたが、福祉機器の活用により、再度

利用者は自分たちのペースで観賞魚の飼育管理など

降に養殖地を原産地とした「東京産あわび」として

骨折することなく生活をしています。Aさんの場合、

の作業に従事します（資料⑪⑫）
。

出荷できると考えています。現在は「お江戸のあわ

本人の目標とご家族や後見人の思いがうまく重なり

資料⑬は、現段階では未公表の事業として開発中

合い、医療職と介護職が支援目標を明確に共有し、

の「アド水槽」です。これは、水槽の中に企業の広

寿司屋、ホテル、結婚式場などから注文をいただい

目標に向けた連携と協同があったからこそ今の生活

告商品が泳ぎ、魚と企業広告を同時に楽しめる商品

て販売しています。ミシュランの星付きレストラン

が実現しています。

です。現在、企業とのタイアップを模索していると

からもおいしいと好評をいただいています（資料⑭）
。

骨折のリスクは常に存在し、課題も多く残ってい
ますが、これからもAさんとご家族に寄り沿った介
護をしていきたいと思います。

ころです。

び屋」として、全国のフランス料理店や鉄板焼き店、

あわび事業の利用者の作業は、あわびの飼育、餌

2つめの事業は、えぞあわびの養殖事業です。こ

やり、水質管理などで、専門スタッフの指導のもと

れはまだ3年目ですが、えぞあわびを室内で養殖し

で行います。現在は2万貝が育てられる飼育場に約

5
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1万貝を管理しています。水の管理が重要で、タン

サービスを運営しています。誠光荘

パク質を除去するプロテインスキマーという装置や、

は昭和55年12月に開所し、現在は

水をろ過するためのろ過槽にゴミがたまりやすいの

施設入所支援95名の施設となって

で、定期的に清掃作業をします。餌になる徳島産の

います。

鳴門わかめを、あわびが食べやすいサイズにカット
するなどの作業も1日繰り返して行っています（資

資料⑯

当施設の災害への取り組みとして、
防災避難訓練、土砂災害想定避難訓
練、夜間緊急連絡網、職員呼出訓練

料⑮）
。

を行っています。
平成23年の東日本大震災時には、
福島から利用者4名を受け入れまし

B型事業利用者の工賃財源
確保のために

た。これは、全国身体障害者施設
協議会（以下、身障協）事務局から、

当会では、これらの事業を成功させるために営業

栃木、群馬、埼玉で受け入れ可能な

を重視し、専門の担当職員を置いています。毎日の

施設を探しているとの情報があった

営業日報を基に個々の営業分析をし、毎月、月初に

ことから対応したものです。その後、5月には岩手

全体の営業会議で売り上げや現状の報告をしていま

県へ職員1名を17日間派遣しました。

す。また、毎週金曜日に幹部も参加する部門会議を

平成28年3月、群馬県身体障害者施設協議会（以

災害派遣福祉チームとしての活動
平成29年5月より、群身協の職員として、災害派

行い、課題の整理をしています。担当の専任営業職

下、群身協）として「社会福祉施設の災害時におけ

遣福祉チームの「先遣隊」候補者の活動を開始しま

員から、所長や幹部、役員などを含めて営業体制を

る相互応援に関する基本協定書」に加入。同年11月

した。福祉専門職チームの派遣では、災害時に一定

一体化しています。営業の手法として、商品を売る

には、県と県社協が中心になって行う「第1回 施設

の配慮が必要な在宅の高齢者に支援を行います。一

ための企画コンテストや、DVDやチラシの活用な

間連携図上訓練」に、翌年には2回めの同訓練を行い、

般家庭の多くが損壊するような災害が起き、避難所

どを行っています。

そして、平成29年9月には、県と渋川市が主催する

での生活を余儀なくされた場合、在宅要配慮者は十
分な支援を受けられなくなります。また、支援の必

法律は、B型事業所の利用者に一定の工賃を支給

「群馬県総合防災訓練」に参加しました。平成30年6

し、自立生活に移行させることを目的としているの

月には、県と渋川市が主催する「土砂災害防災避難

ですから、そのためには下請けなどに頼らず自主営

確保計画支援」への取り組みも行いました。

業を行い、より利益率の高い仕事を目指すことが必

また、群馬県および県社協で構成する「群馬県災

要ではないかと考えています。企業では当たり前の

害福祉支援ネットワーク」は、施設間連携と福祉専

ことが、多くのB型事業所で行われていないところ

門職派遣DWATの2つを実施しており、群身協は両

にも、低工賃の原因があるように思います。

方に参加しています。

要がなかった人も、避難所での生活で状態が悪化し、
支援が必要になる可能性もあります。適切な支援に
つながる取り組みや、避難所の環境整備などが必要
です。
先遣隊は、災害発生後、避難拠点への移動時期の
おおむね3日間活動します。福祉ニーズの状況を速

当会では、観賞魚リース事業や、えぞあわびの養

第1回の施設間連携図上訓練では、県と県社協

やかに把握し、本部に発信して次の支援につなげま

殖事業を、競合相手が少なく一定の利益が確保でき

が社会福祉総合センター内に事務局を置き、周辺

す。この際、ニーズの把握が極めて重要になるため、

る事業として選択し、工賃の財源を生み出していま

3施設に職員が連絡を取り合う係として待機しま

どのような災害であっても先遣隊を派遣します。介

す。販売競争に巻き込まれずに、単価が取れる事業

した。そして、電話、FAX、メール、
「Biz安否for

護支援専門職、社会福祉士、精神保健福祉士、事務

を開発するアイデアは非常に大事です。熱意はもち

docomo」を使って訓練を進めます。この「Biz安否

職など4人程度が1～ 3日間活動します。

ろんのこと、本当に日本一の事業にするとの意志で

for docomo」は、携帯電話やスマートフォン、パ

組織全体がまとまることが必要だと感じています。

災害派遣福祉チームのもう1つの部隊である「支

ソコンから同時に複数の事業所が読み取り可能で、

援隊」は、先遣隊からの報告に基づき、必要と判断

今回の発表により、方法論や商売の仕組みが参考

チェックやコメントの記入により、情報を簡単に送

された場合、一般避難所、福祉避難所などで支援先

になればと思います。現在、利用者の方々に最低賃

ることができるツールです（資料⑯）
。さらに、災害

と連携して福祉サービスの提供や、避難者の廃用症

金を支払い、労働契約を結ぶA型事業への転換も模

想定カード、災害状況カードを使って刻々と変化す

候群の予防をします。社会福祉士、介護福祉士、保

索していますが、事業所数などの関係上、自治体に

る状況を報告しました。

育士などからの必要な人数を集め、5日間程度活動

よる指定を受けるのが厳しい状況です。行政に申請

また、群馬県総合防災訓練では、土砂災害を想定

を上げても、新設のA型事業は現状では認められに

した避難訓練を当施設から生中継し、会場で映写を

また、
「DWAT」という災害派遣福祉チームがあ

くい状況にありますが、一般企業への就職が難しい

行いました。当施設は、建物の一部が土砂災害特別

ります。DWATは、社会福祉士、介護福祉士など

します。

のであれば、当会の中で雇用をして自立生活につな

警戒区域に含まれているため、その部分から避難す

の専門職で構成され、被災地の福祉的な支援が必要

げたいと考えています。さまざまな課題はあります

るための訓練となりました。土砂災害の訓練は火災

な避難所への対応や、社会福祉施設などで適切な支

が、将来的にはA型事業の立ち上げを目指し、多く

による避難訓練と違い、ゆっくり時間をかけて進み

援を行うためのスクリーニングを行います。その他

の利用者の方々を雇用に結びつけたいと考えていま

ます。土砂災害が起こる可能性のある場所から安全

に派遣されるのは、災害派遣医療チーム「DMAT」
、

す。

と思われる場所へ、利用者に声をかけながら避難の

災害派遣精神医療チーム「DPAT」
、災害時健康危

訓練をしました。

機管理支援チーム「DHEAT」です。

また、災害支援ネットワークへの参加で、災害時
■

事例発表5

障害者支援施設 誠光荘の災害
への取り組み
〜群馬県災害ネットワークとの連携～
社会福祉法人 誠光会
障害者支援施設 誠光荘
施設支援課長
施設支援課 主任

藤井 友和

氏

山本 佳裕

氏

に有効なさまざまな通信手段を知ることができまし

成30年3月、群馬DWATの登録研修まで進みまし

た。応援を求められたときに何ができるかを考える

た。今後、災害派遣福祉チーム員としてステップ

ことや、障害者や高齢者など、種別ごとに完結でき

アップするために、登録研修や養成研修、スキル

る体制作りの必要性を感じました。

アップ研修を行い、災害時の活動だけではなく、平

何より、施設の中ですぐに取り組めることや、確
保計画などにアドバイスをいただいたことは、全職

常時から専門性を生かした活動を目指していきます。
また、西日本豪雨の際は、群馬DWATとして岡

員の更なる意識の向上につながったと考えています。

山県の倉敷市立薗小学校に派遣されました。岡山県

図上訓練を何回も繰り返し、どこで災害が起きても

災害派遣福祉チームと一体となり、避難所の生活改

臨機応変に手を差し伸べることが大切だと思います。

善支援、福祉的目線での環境支援、福祉的な相談受

当施設では、年間を通して行う行事に数百人の来
客があるため、地域とのつながりはできていると思

誠光荘を中心とした
災害訓練を実施

災害派遣福祉チーム先遣隊候補者の検討会は、平

付などを行いました。
期間は8月4日から14日までで、介護支援専門員、

いますが、情報共有の部分では、よりつながりを強

精神保健福祉士、介護福祉士、保育教諭など、13

固にする必要を感じています。

名が3班編成で活動しました。ラウンドでは岡山
DWAT、高知県の保健師とチームを組みました。

当会は、群馬県渋川市で障害者支援施設 誠光荘、

避難所に来られた住民の方たちは、毎日同じような

相談支援事業、居宅介護事業、ケアホーム、デイ

服装をした福祉チーム員を見ており、同じ話をして

6

いるかもしれないため、話をするタイミングを工夫

資料⑱

資料⑰

し、要観察者の情報交換をしながら相談事を聞き出
しました（資料⑰⑱）
。
群馬DWATのチームワークと、他チームとの連
携のよさが今回の発見です。一人ひとりが次の質
の高い支援につながることを意識して活動したため、
ニーズの変化にも対応できました。
今後も研修を重ねてスキルアップできればと思い
ます。また、当施設の活動を通してさまざまな提案
を行い、地域とのつながりを強固なものできればと
考えています。

I nformation
H.C.R. 2019にご来場予定の福祉施設・事業所関係者のみなさまへ
H.C.R.では、福祉施設・事業所関係者のみなさまに参考となる、下記の各種セミナーを実施します。
参加して、日々の利用者支援の向上につなげましょう！ 学び多き、充実感あふれるセミナーです！
なお、参加は、H.C.R.Webサイトから事前申込をお願いします。参加費は無料です。
1.「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」
全国の福祉施設・事業所では、利用者への支援のため日々
創意・工夫を図り、サービスの質の一層の向上に努めると
ともに、法人・施設として地域福祉の推進のために公益的
活動を進めるなど、多くの取り組みが実践されています。
保健福祉広報協会では、こうした高齢者・障害（児）者福

「理想の排泄ケアを実現する用具開発～開発用具を使用し
た事例紹介～」

社会福祉法人 正吉福祉会 特別養護老人ホーム 世田谷区立きたざわ
苑（東京都）

「まちと共に 未来をともに」

社会福祉法人 正和会 特別養護老人ホーム まきの苑（奈良県）

※進行役：湯川 智美 氏 社会福祉法人 六親会常務理事、本会監事

もに、福祉分野における人材確保のポイント等についても
紹介するセミナーです。

・実施日：2019年9月26日（木）10:30～ 12:00
・会場：東京ビッグサイト内 H.C.R.セミナー会場
・講師：東郷こずえ
株式会社マイナビ リサーチ&マーケティング部
HRリサーチ1課 課長

祉施設等における先駆的な取り組みと、多くの施設で活か

【障害者施設・事務所より】

せる工夫やアイデアを共有することを目的に、国際福祉機

「すべては「人を大切にすること」からはじまる
～「人を大切にする」経営の九つのキーワード～」

3.「
『働き方改革』のねらいと働きやすい
職場づくり～介護福祉分野を中心に～」

「職場における企業在籍型ジョブコーチの効果的かつ具
体的な支援内容について」

めの説明、および情報共有のルール化等による生産性の向

器展において実践発表の場を設けています。
今回は、福祉機器を活用した利用者の QOL 向上のため
の実践や、人材確保・定着のための職場環境づくり、地域
の公益的な取り組みなどを含む、下記の 10 施設・事業所
からの発表が行われる予定です。
本セミナーへの申し込み方法については、国際福祉機器
展 Web ページに掲載しています。

・発表日：2019年9月25日（水）13:30～ 16:00
・会場：東京ビッグサイト内 H.C.R.セミナー会場
（高齢者福祉分野と障害者福祉分野を2会場に分けてそれ
ぞれ5発表ずつ開催）

社会福祉法人 雲南ひまわり福祉会（島根県）

社会福祉法人 阪神福祉事業団（兵庫県）

「農福連携を取り入れた工賃向上に向けての取り組み」

社会福祉法人 ラーフ 障害福祉サービス事業所やまもも 他（香川県）

「ノーリフトケア～リフト等の介護機器活用と効果～」

社会福祉法人 すぎのこ村 障害者支援施設 ひばり～ヒルズ（大分県）

「災害支援を行う意義～社会福祉法人 南山城学園の実践～」
社会福祉法人 南山城学園（京都府）

※進行役：久木元 司 氏 社会福祉法人 常盤会理事長、本会理事

【高齢者施設・事務所より】
※順不同。発表タイトルは仮題を含み、一部変更となる場合が
あります。

「福祉機器と“共に生きる”」

社会福祉法人 友愛十字会 特別養護老人ホーム 砧ホーム（東京都）

「車いすメンテナンスを広げる取り組み～職員の意識を高
めるアイデア」

医療法人財団立川中央病院 介護老人保健施設 アルカディア（東京都）

「スタッフが働きやすい環境を作る！～離職者を出さない
施設の取り組みと効果について～」

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（大阪府）

開催当日、福祉施設の実践事例発表のレジメを掲載した
「セミナー資料」を有償頒布する予定です。

2.「新卒人材確保にかかる最新動向と
広報のあり方について」
福祉人材確保対策が求められるこんにちにあって、いま
学生たちはどのような意識を持っているのか、また、彼ら
彼女らを社会人として受け入れるために企業はどのような

介護現場における働き方改革のポイントや、具体化のた
上のあり方について、紹介するセミナーです。

・実施日：2019年9月26日（木）13:30～ 15:00
・会場：東京ビッグサイト内 H.C.R.セミナー会場
・講師：齋藤 直路
株式会社 スターパートナーズ／
一般社団法人 介護経営フォーラム 代表

4.「施設で役立つ介ロボット介護機器・
ICTの最新動向」
福祉施設・事業所等に多く導入されているロボット介護
機器や ICT の必要性と現状、その効果等について、最新
の動向を総括し、紹介するセミナーです。

・実施日：2019年9月27日（金）13:30～ 15:00
・会場：東京ビッグサイト内 H.C.R.セミナー会場
・講師：五島 清国
公益財団法人テクノエイド協会 企画部長

対策を講じているのか。人材確保に関する最新動向につい
て紹介しつつ、対策や広報のあり方等について講じるとと

NEWS
厚生労働省が障害者支援施設へのロボット等
導入支援のためのモデル事業を実施しています。

排泄支援、見守り、入浴支援のいずれかの場面において使

障害福祉分野において、将来にわたる福祉サービスの内

の検証や利用上の安全性が確保されていること、導入時に

容の維持、向上や、サービスを担う人材の確保のための対
策が重要となるなか、ロボット介護機器等の普及により
介護業務の負担軽減等を図り、働きやすい職場環境の整備
を推進するために、厚生労働省は本年度、「障害分野のロ
ボット等導入モデル事業」を実施しています。これまで高
齢者施設に対しては同様の補助事業が実施されてきました
が、全国に約2500ある障害者福祉施設に対する本年度か
らの新規事業です。

補助対象は、日常生活支援における移乗介護、移動支援、
用され、介護従事者の負担軽減効果がある機器で、安全性
は機器の有効性、効果的な利用方法、注意事項等をメー
カーなどが研修するなどの十分なフォローアップ体制がと
られていることなどが要件となっています。
1機器当たり10万円以上となるものであり、1障害者支
援施設につき30万円を上限として補助するものとされて
います。障害の種類と一人ひとりの特性を踏まえたロボッ
トの導入推進が期待されます。
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（写真はイメージです）

