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うになり、2019年3月には「第9回日本でいちばん
大切にしたい会社大賞」（人を大切にする経営学
会主催）において、実行委員会特別賞を受賞させ
ていただきました。実行委員会特別賞は、社会福
祉法人やNPO団体に授与される賞で、全国から5
団体が選ばれます。その中に入ることができたの
は、大変名誉なことです。

主な受賞理由は2つあり、1つは「7年8か月、正
規職員離職者ゼロ」（応募時点）で、これは現在
も継続中です。2つめは「社会福祉法人として、
傾注に値するES（Employee Satisfaction ／職員
満足度）重視経営とPDCAサイクル経営の実践」
です。外部から常務理事に就いた私は、職員の目
には部外者的な存在に映っていたかもしれません
し、私自身、就任当初は戸惑いや不安もありまし
たが、志の高い職員たちの意欲を肌で感じ、後押
しされたように思います。一緒に一歩ずつ前に進
んできたことが、このようなかたちで評価されて
大変うれしく思います。

人を大切にする経営の具体策とは
当法人が「人を大切にする」経営をめざすうえ

で実践してきたことを、九つのキーワードに基づ
いて説明していきます。

最初に手掛けたのが、キーワード1となる法人の
運営指針です。設立当時から掲げていた法人の基
本理念「地域で共に暮らす喜びをめざし」を再認
識したうえで、職員で構成する策定委員会を設置

■ 事例 1
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〜
社会福祉法人 雲南ひまわり福祉会

常務理事 周藤 靖之 氏

2011年から経営方針を刷新
当法人の設立は2000年7月、障害者福祉施設と

して事業を開始したのが2001年4月です。2011年
に役員が退任することになり、組織体制の強化と
職場環境を図るため新たに常務理事制度が導入さ
れて、私が外部より就任しました。このときから

「人を大切にする」経営の実践を職員と共にめざ
してきました。現在は障害福祉サービス事業とし
て7事業、10種のサービスを提供しています。

このような取り組みが次第によい結果を伴うよ

「人を大切にする」経営の九つのキーワード

1．基本理念の再認識から経営戦略のプロセス
2．改革から改善に向けたマネジメントの推進
3．業務プロセスに目を向け、改善のポイントはリセットする勇気から
4．サービスプロフィットチェーンの仕組みと効果
5．人事労務管理はスタッフ目線で
6．スタッフの定着は、しっかり向き合うことから
7．風通しのいい職場環境を目指して（チェックリスト⇔実践）
8．人を大切にすること
9．更なるチャレンジ…「さぁ！みんなでどうやってやろう」
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し、中・長期経営計画の策定を約1年かけて行い
ました。また、事業計画と予算の連動化を、少し
ずつハードルを上げながら、5か年計画で事業所
ごとに作成し、サービスの質の向上につながる収
入の増大と支出の縮減を図るために、できること
から実践していきました。これによって事業所ご
との主体性、スタッフの経営参画意識の高揚を図
るとともに、事業所間の連携や協力体制が生まれ
てきました。

キーワード2の「改革」とは、組織体制の強化
の確立、ぶれない経営方針に向けての仕組みづ
くり、明るい職場環境づくりの施策展開などで
す。新しい経営に対する流れが生まれたら、次は
スムーズに運ぶよう緩やかにあらためていく「改
善」です。トップダウン方式ではなく、ボトム
アップ方式によって職場のニーズやアイデアを
汲み上げること、職員としっかり向き合いながら
PDCAサイクルを活用した継続的な改善を繰り返
すことを実践してきました。

キーワード3の「リセットする勇気」とは、めざ
すべき方向の明確化と改善に向けて、既成概念に
とらわれず、積極的に提案して前に進んでいく姿
勢を表しています。改善に向けた意見の反映をす
るためには、職場内の意思の疎通、情報の共有が
欠かせない要素です。現場の声をしっかりと受け
とめ、フィードバックを繰り返しながら、PDCA
サイクル経営の実践を行い、継続的な改善につな
げています。

キーワード4の「サービスプロフィットチェー
ン」は、資料①のような「職員満足度（ES）の向
上 → 職員のロイヤルティ → 職員の生産性向上 
→ サービスの質の向上 → 顧客満足度（CS）の向
上 → 顧客のロイヤルティ → 業績の向上、法人の
成長 → 職員向けサービスの向上 → 職員満足度

（ES）の向上」というサイクルの流れを作り出す
ことで、CS満足度とES満足度が密接に関わり、
サービスの質の向上、スタッフの定着、スキル
アップの向上という相乗効果が生まれています。
職員の現場力が着実に向上し、職場全体のレベル
が上がってきていると実感しています。

職員とともに更なる挑戦へ
キーワード5にある「人事労務管理」は福祉経

営の要ともいわれますが、当法人では①人事考課
制度の適正な運用、②研修を活用した職員の育
成、③職員の処遇体系の見直しと適正化に重点を
おいています。年3回の人事考課だけでなく、年
度末に自己申告書を提出してもらい、個人面談を
行っています。研修はプロジェクト委員会を構成
し、外部研修への参加だけでなく、内部研修も独
自で継続して行っています。また、2017年には1
年かけて職員の給与体系の見直しを行い、非正規
職員の給与についても、毎年上がっていくような
体系を取り入れました。職員の意向をどう汲み上
げていくか、まずは職員の立場に立って問題と向

資料①
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き合うため、最初に100項目程度の意向調査を行
いました。繰り返し検討しては説明会を開き、反
論や意見を汲みながらスタッフ目線での人事労務
管理の実践に努めています。

さらに先を見据えた「定着」支援がキーワード
6になります。地域に選ばれる法人としての競争
力を身につけていくためには、職員の「満足度」
＋「幸福度」を求めていくような施策の対応と、
働き方改革に対応した働きやすい職場づくりが必
要だと考えています。職員に対する評価、育成・
活用、処遇に対してしっかり向き合うとともに、
社会福祉法人としての多機能化などの自律的な経
営の確立をめざしています。

キーワード7の「風通しのいい職場環境」をめ
ざすにあたり、①職場のニーズや要望に応えて
いるか、②現場の創意工夫が活かされている組
織か、③すべての職員による参画が保たれてい
るか、④何でも言える職場の雰囲気か、⑤必要
なことが上下隔たりなく伝わっているか、という
チェックリストを掲げて、職場環境を良くする手
法などの実践を行っています。
「自然」「地域」「人」に共通する良さは「温も

りと共存」です。この良さは決して普遍的なもの
ではなく、日頃から守り、続け、直すことによっ
て、形を変えて育まれていくものです。法人の宝
物は、利用者と職員です。朝が訪れ、今日も皆が
笑顔を輝かせて施設にやってくる姿に、キーワー
ド8の「人を大切にすること」の重要性を再認識
しています。

そして、最後のキーワード9の「更なるチャレン
ジ」は、これまで実施してきた第1期の中・長期
計画を検証して、第2期（2018年?2022年）の計画
をまとめ、「さぁ！ みんなでどうやってやろう」
を合言葉にして取り組んでいます。これまでのス
タンスを変えることなく、新たな事業環境に適合
した地域福祉の展開に向けて、これからも皆で手
を携えて、さらなるチャレンジをしていきたいと
思います。

■ 事例 2
職場における企業在籍型 
ジョブコーチの効率的かつ 
具体的な支援内容について
〜組織体制の整備と企業在籍型 
　ジョブコーチの役割〜
社会福祉法人 阪神福祉事業団

ジョブコーチ  川溿 孝行 氏 
 中野 弘仁 氏

ジョブコーチ就任までの経緯
当法人は、兵庫県の西宮市北部で主に入所系事

業に取り組んでおり、職員数は常勤・非常勤合わ
せて約320名、施設利用者は全体で約560名です。
障害者雇用への取り組みについては、平成26年度
までの障害者雇用率は平均2.22％と当時の法定雇
用率を上回っていましたが、以降は定年退職など
により雇用率が下がることが予想されました。そ
こで、積極的な障害者雇用に向けた組織体制を整
えるため、「ジョブコーチ」の養成研修を私と中
野の2名で受講し、企業の中で実習の受け入れや
採用、定着支援、関係機関との連携を行う「企業
在籍型ジョブコーチ」に就きました。そして、実
務責任者であるセンター所長と人事担当者を加え
て、障害者雇用推進事務局を結成し、各事業所か
ら1名を障害者雇用推進委員に任命し、法人全体
で組織化を図りました。現在は、障害者雇用推進
事務局に企業在籍型ジョブコーチ（以下「ジョブ
コーチ」）を3名配置しています。

福祉施設の実践事例発表
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面談を重ねることの重要性とは
私たちがジョブコーチとして行っている具体的

な支援は、主に次の5つです。

①定期的な面談　
②就労支援機器の活用　
③関係機関と連携した家族支援　
④配慮と改善　
⑤評価と目標

①の「定期的な面談」は、ジョブコーチ1名に
つき、2〜 3名を担当します。雇用後1か月程度は週
3〜 4回実施し、仕事に慣れてくるに従って、面談
回数を週1回から2週に1回と頻度を減らしていきま
す。とくに精神障害のある人は、仕事のスキルよ
りもそのときどきの気持ちの変化が大きく、仕事
中の些細な出来事やプライベートでの出来事が仕
事に影響を及ぼすことがあります。面談後には明
るい表情が見られる方も多く、自分の気持ちを出
せる場所、伝える人がいることの大切さを実感し
ます。

また、知的障害のある人は自分の気持ちを話さ
ずに不安をため込んだり、仕事に没頭してオー
バーワークになったりします。そのため、雑談で
はなく、しっかりと向き合って話し合う時間を設
けます。日頃、思っていること、業務改善につな
がることを話すことができるので、その内容につ
いてその場でお互いに確認し、記録用紙に記入し
ます。

一方、発達障害のある人の場合には、面談を設

けても「とくに困っていません」「話すことはあり
ません」とよく言われるのですが、日頃から近く
にいて、様子を見ておくだけでも、支援者の存在
を理解して安心する方が多いと感じています。

このような面談が、②の「就労支援機器の活
用」にもつながります。身体障害と精神障害のあ
るAさんは、感音性難聴のため両耳に補聴器を使
用しています。特別養護老人ホームで洗濯業務
をしており、常に大型の乾燥機や洗濯機、換気
扇が回っている環境下では声が聞き取りづらい様
子でした。そこで、受話器の音を増幅させる機
器「テレアンプ」（資料①）の導入を事業所に掛
け合い、設置してもらいました。その後に起こっ
た大阪北部地震の際には、震度5弱という大きな
揺れの直後に、事業所の管理者がAさんに乾燥機
のガス栓を閉めて避難するように電話で指示しま
した。緊急事態の中、指示がAさんに明確に伝わ
り、迅速かつ安全な対応ができました。普段の面
談でAさんを理解し、事業所とも情報共有をして
いたことが役立った事例です。

連携による多面的支援
③の「関係機関と連携した家族支援」について

です。就労移行支援事業所に通っている知的障害
者の場合、採用後はトライアル雇用（3か月）の
間、就労移行支援事業所の訪問型ジョブコーチに
よる週1回の職場訪問支援があります。さらに福
祉サービスを利用している場合には、相談支援事
業所の相談支援専門員も関わります。私たち企業
在籍型ジョブコーチが週1回の面談を実施し、面

資料①
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談内容を日誌に書いて関係者に報告します。相談
支援専門員が定期的に家庭訪問し、仕事の状況
を家族に報告するほか、訪問型ジョブコーチ、企
業在籍型ジョブコーチ、相談支援専門員に家族を
交えた四者でのモニタリング会議を月1回実施し
ており、本人支援と家族支援の両面を行っていま
す。

④の「配慮と改善」については、主にルールの
範囲内で配慮をすることを心掛けています。とく
に多い例が、休憩時間の取り方です。障害者雇
用の方々は「お昼休憩に45分もいらないので、業
務と業務の間に体力や集中力の回復をするための
休み時間がほしい」と希望されます。そのため、
お昼休憩30分と、5分休憩を3回にしたり、お昼休
憩40分と、午後に5分休憩を設けたりします。ま
た、気温や湿度などに敏感な方には、ユニホーム
を変更するなどの改善を行い、快適な仕事環境を
提供しています。

⑤の「評価と目標」については、私たちジョブ

コーチと職場内の支援者で役割を決めています。
まず、ジョブコーチが実習などの依頼を受ける
と、依頼のあった事業所に調査に向かいます。そ
の後、受け入れとなった場合には、本人や事業所
からアセスメントを実施し、障害の特性や配慮事
項などの確認をしていきます。実際の仕事内容を
決めた後は、定期的に仕事に対する評価をジョブ
コーチが行います。

評価方法は、それぞれ5つの中項目からなる4つ
の大項目「基本的なルール」「社会生活」「作業態
度」「作業遂行能力」をそれぞれ5段階で評価し、
4つの五角形でグラフ化します（資料②）。さら
に、「職業適性」「基本的労働週間」「対人技能」

「日常生活管理」「健康管理」の5つの層からなる
「職業準備性ピラミッド」（資料③）で表し、バラ
ンスの取れたピラミッドを形成するためにどのよ
うな支援が必要かを、モニタリング会議で今の状
態を確認しながら関係者で話し合います。その結
果を職場内の支援者に伝えて、支援者が改善のた

資料②

資料③
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めの掲示物を作成するなど注意事項などを視覚化
し、利用者本人、支援者、ジョブコーチの三者で
確認しています。よりバランスの取れた五角形、
あるいはピラミッドに近付くことで、本人だけで
なく職場内の支援者にとっても励みとなり、次の
目標や支援に進むことができます。

障害者雇用の発展のために
令和元年度6月1日時点での障害者雇用状況報告

書の実雇用率は、3.92％と目標値を上回る成果が
得られています。次の課題は、雇用定着です。精
神障害のある人の3年目を超える定着率は6割程度
といわれていますので、すべての障害のある人に
向けてしっかりとしたサポート体制を取り、定着
支援に力を注いでいきます。また、兵庫県精神障
害者社会適応訓練事業の協力事業所や、障害者
仕事体験事業の協力企業に登録している法人とし
て、仕事に対するハードやソフトを積極的に提供
して、働きたい障害のある方々へのサポートに努
めていきます。

障害者雇用を通じ、地域に対して何ができるか
を考え、就労をサポートする福祉機関や、相談機
関、病院や行政、家族と、多くの方々と連携しな
がら障害者雇用を発展させていきたいと思ってい
ます。

■ 事例 3
農福連携を取り入れた 
工賃向上に向けての取り組み
〜地域における農福連携の可能性〜
社会福祉法人ラーフ　 
障害福祉サービス事業所やまもも
施設長 石川 浩久 氏

作業工賃を上げていくためには
当事業所は、平成4年に小規模作業所として運

営を開始し、平成21年にNPO法人ラーフ傘下と
なって地域活動支援センターⅢ型に体系移行し
ました。平成24年に就労継続支援B型事業を開始
し、平成27年に社会福祉法人運営に変更して現在
に至ります。利用者は現在29名で、知的障害者が
21名と大半を占めています。

香川県観音寺市は、もともと小規模作業所の割
合が多い地域で、地域活動支援センターⅢ型に移
行後、就労継続支援B型の事業に移行するという
ケースが多くあります。そのような性格上、当施
設でも焼き菓子の生産、「さをり織り」などの手芸
品の制作、軽作業などの作業提携を行っていまし
た。利用者への工賃は、地域活動支援センターⅢ
型のときは1人当たり月平均3,000円程度と微々た
るもので、就労継続支援B型事業に移行後、職員
を増やして他の焼き菓子の販売・製造も増やして
いったのですが、それでも月平均1万円程度にし
かならないという状況でした。

そこで、収益を上げていくために、もっと地域
性を活かすことはできないか、自家菜園を活かす
ことはできないかと考え始めました。その中で、
コーディネーターと共に、地元産のいりこを前面
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に打ち出した「いりこさぶれー」や、小エビを練
り込んだちくわを使用した総菜パン「えびちくパ
ン」を開発。この商品の販売拡充を進めるととも
に、焼き菓子のセット販売（資料①）を始めたこ
とで、顧客の拡大と収入増を少しずつ実感できる
ようになりました。

しかし、自家菜園を活かした事業や活動につい
てはなかなか展開できずにおり、農作業の拡充に
つながればと、平成26年に香川県社会就労セン
ター協議会の農福連携共同受注に参加することに
しました。

農福連携の収益とやりがいに満足
農福連携共同受注に参加し、初めて依頼された

委託作業は、玉ねぎの定植作業でした。しかし、
畝に穴を開け、苗の根元を3cmほど埋めて土を被
せるという定植作業に加え、その前後には苗を運
んだり小分けしたり、確認する作業も含まれるの

で、利用者1人で作業を完遂するのは難しいだろ
うと判断し、断念しました。それでも数か月後に
は、玉ねぎの収穫作業の依頼がありました。これ
については、私たちの家庭菜園でも玉ねぎの収穫
を経験しているため、受注をすることができまし
た。玉ねぎを引き抜き、並べ、葉を切り落とすと
いう一連の作業を順調にこなせたことで、分担の
仕方などを工夫することにより作業内容の幅が広
がるのではないかと期待が持てるようになりまし
た。

玉ねぎの収穫が終わった畑では、レタス栽培が
はじまるのですが、レタスの定植作業についても
依頼がありました。初めての作業でしたが、職員
が事前に説明と実習を受けておくことで、利用者
の作業をリードできると判断して受注することに
しました。それ以降は、にんにくや金時人参の収
穫作業など、季節ごとの農作業に取り組みながら
1年近くが過ぎたころ、再び玉ねぎの定植作業の
依頼があったので、今度は受注することにしまし

資料①

資料②
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た。
すると、私たちが頻繁に畑で委託作業に取り組

む姿を見た農家やJA、地域の方々から、みかんの
袋詰めや栗の皮むき、清掃作業、花壇の手入れ、
家庭の除草作業など、次々と新たな依頼が入るよ
うになったのです。現在、利用者の適性を見なが
ら可能な範囲で取り組んでいます（資料②）。

農福連携共同受注に参加して以降、工賃は着々
と増えて、平成29年度には月平均20,000円を超え
ました。農家の方からは「人手不足が深刻な中、
障害のある人が作業に携わることで農作物の生産
が安定し、助かる」といった評価をいただき、利
用者も職員もやりがいを感じています。

― ◇ ― ◇ ― ◇ ― ◇ ― ◇ ―

共同受注窓口を活かした農福連携
〜香川県モデル〜
NPO法人香川県社会就労センター協議会
理事長 高橋 英雄 氏

共同受注窓口の役割とは
NPO法人香川県社会就労センター協議会として

の、共同受注窓口を活かした農福連携の取り組み
について紹介します。

私たちが取り組む農福連携のポイントは主に
3つあります。1つは、共同受注窓口の仕組みで
す。香川県社会就労センター協議会は現在90の施
設が入会しており、そのうち25施設が農福連携に
参加しています。どのようにコーディネーター機
能が働いているかというと、たとえば「5月3日に
10a（アール）の収穫をしてほしい」と、にんにく
農家から依頼があったとします。すると、資料③

のようなかたちでコーディネーターが施設へ連絡
し、Aの施設では1日5aできる、Bの施設では3aで
きる、といった形で、複数の施設を合わせて10a
分を取り付けます。やむを得ず行けなくなった利
用者が出た場合にも、代わりに参加できる施設を
探すなどの対応をしています。

この共同受注による平成30年度全体売り上げは
7,600万円に上り、農福連携は1,178万円で全体の
15％程度を占めます。初年度（23年度）の売り上
げ約250万円から、翌年には700万円を超え、27年
度には1,200万円に近い数字まで伸びました。以降
は1,200万円弱をキープし続けていますが、これは
参加施設の数が見合わず、供給しきれていない実
態があるからです。とくに収穫作業は短期間に依
頼が集中するため、地域によっては農家の方には
くじ引きで決めさせていただいている状況です。

ポイントの2つめは、「できる作業」をする、さ
らに「できる作業」を増やしていくことができる
点です。たとえば、にんにくの作業は8月からの
畝づくり、土壌づくり、種子割を経て、10月に定
植作業、12月から3月にかけての肥料づくり、4月
から6月にかけての収穫、という流れで年間を通
して作業があります。その中で、利用者ができる
収穫作業、あるいは定植作業の日程が決まったと
ころで、施設側に依頼の連絡をします。農福連携
への参加施設を増やすことが課題となっているの
で、農業経験のない職員の不安をカバーできるよ
う、今年度からジョブコーチの派遣を導入しまし
た。新しく取り組む施設にジョブコーチが行き、
一緒に作業をしながら指導していきます。農業経
験に乏しい職員も利用者も、実績を積んでいくこ

資料③
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とでできる作業が広がり、作業機会が増えること
にもつながります。

ポイントの3つめは、作業工賃が時給ではなく
出来高払いで計算されるため、人件費が効率的で
あるという農家側の利点です。たとえば、にんに
くの収穫作業の場合、担当面積1a当たり1,900円、
収穫量1キャリー当たり100円、交通費が施設から
畑までの距離1km当たり10円で計算され、農家か
ら共同受注窓口へ支払われます。その売り上げの
10％を共同受注窓口が受け取り、残り90％が各施
設に支払われます。さらに、施設外就労のため、
利用者1人が1日現場で働くことにより、1人当たり
1,000円が給付加算されます。

農家の方にも利用者にも喜んでいただける農福
連携ですが、まだまだ依頼の数に応えきれていま
せん。地域の農福連携がさらに広がるように、共
同受注窓口はこれからも農家、施設、自治体それ
ぞれの歯車の1つとなって取り組んでいこうと考え
ています。

■ 事例 4
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

施設長 武久 晋介 氏
サポーター（総括） 岩下 博之 氏

ひばり〜ヒルズの概要
社会福祉法人すぎのこ村は、「やさしさあふれ

るまちづくり　その人にとってどうなのか？」を
法人理念に掲げ、常に相手の身になって考える姿
勢を大事にしています。運営している障害者支援
施設「ひばり〜ヒルズ」の利用者は、生活介護60
名、施設入所支援50名、短期入所事業2名と、日
中一時支援を数名受け入れており、現在は多少増
えている状況です。職員数は56名で、同性介護を
行っていることもあり、常勤職員の男性18名と女
性23名に、非常勤職員の女性15名が在籍していま
す。

現在、当施設では、抱えない介護「ノーリフ
トケア」を行っています。ノーリフトケアという
と、職員の腰への負担を軽減するために、リフト
等を使って利用者を楽に抱えるような、職員側に
配慮した介護ケアと捉えられがちです。しかし、
ノーリフトケアは、介護する側・される側、双方
の健康的な生活を保障するケアの実践を意味して
います。つまり、安心・安全な介護、抱え上げな
い・持ち上げない・引きずらない・引っ張らない
介護をすることで、利用者も職員も守っていこう
というものです。

また、私たちは介護職員のことを「スタッフ」

福祉施設の実践事例発表
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ではなく「サポーター」と呼んでいます。スポー
ツ選手やチームを応援するように、障害のある人
たちを応援していこうとの思いを込めて、このよ
うに呼ぶことにしています。

当施設の開所は平成7年ですが、最初からノー
リフトケアが徹底されていたわけではありませ
ん。開所して間もないころは、手動のスタンディ
ングマシンを導入していましたが、利用者の身体
を引っ張り上げた状態で固定するためのロックが
突然外れて身体がバタンと落ちたり、車輪が小さ
いため少しの段差でも引っかかりやすく、バラン
スを崩して転倒させたりと、利用者にケガを負わ
せてしまうようなことがありました。そのため、
当初はサポーターの多くが、ノーリフトケアに対
してあまり期待してはいませんでした。

ノーリフトプロジェクト始動
以前、研修でヨーロッパの介護施設を訪れた施

設長が、現地で目にしたノーリフトケアを当施設
でも実践しようと発起し、平成22年に最新の電動
スタンディングマシンを2台購入しました。ところ
が、その2台はまったく使われることなく倉庫に
置かれる羽目になったのです。その理由をサポー
ターに尋ねると「大がかりな機器は時間がかか
る」「温かみがない」「介護サポーターは頑張るの
が当たり前」「機械の使い方が難しそう」「今まで
の経験・資格・知識があるので間に合っている」

「慣れている方法から違う方法になるのはイヤ
だ」「現状で負担を感じていない」などの意見が
集まりました。

そこで、平成24年4月、7人のメンバーを招集し
「身体的負担の軽減、安全性の向上、60歳・力が
弱くても働ける職場」づくりをめざすノーリフト
プロジェクトチームを発足させました。日本にお
けるノーリフトケアの第一人者・保田淳子先生が
代表理事を務める日本ノーリフト協会のコンサル
ティングも受けました。保田先生をアドバイザー
に迎えた研修会では、電動スタンディングマシン
や電動床走行式リフトを、介護する側・される側
の両方で体験し、「これはいいね」という声を聞
きながら成功体験を少しずつ積み上げていきま
した。そして、定期的にメンバーを交代したり、

習得できた人が他のサポーターに伝えたりしなが
ら、賛同者を増やしていきました。地域にも多く
の賛同者が増えるようにと、近隣の施設にも声を
かけて参加者を募り、合同研修会も行いました

（資料①）。
しだいに、介護現場での活用につながると、

「身体的負担が減った」「マンツーマンで対応が可
能になり、手を借りなくて済む分、周りに気を使
わなくて良くなった」「リフトがゆっくり動くの
で安心」「最初は変な感じだったけれど慣れた」
との感想が増え、ノーリフトケアの良さがサポー
ターの間で実感され始めました。

2?3日間かけて実施する研修会を、年間6?7回
行ったことで、平成25年度には施設利用者全員
のリフト移乗が完全に定着しました。以降、リフ
ト以外にも多方面で見直しを図っていき、サポー
ター全員がスライディングシートを携帯したり、
記録用タブレットを活用したりするほか、天井走
行式リフトの設置、トイレや浴室のレイアウト改
修、トロリーバスの導入、生体センサーや体圧セ
ンサーの導入なども進めました。資金面では、介
護労働者設備などモデル奨励金、職場定着助成
金、IT助成金、自動車事故対策費補助金など、各
種助成金を活用しています。

成果の振り返りと今後の課題
ノーリフトケアが浸透し、一番大きな変化とし

て実感できたことが「利用者のケガの減少」で
す。資料②のグラフに示した数値は、主にベッド
や車いす移乗時の転倒による、ずり落ち・打撲・
擦り傷などのアクシデントの回数です。胃ろう
チューブや膀胱ろうのチューブが引っ掛かって抜

資料①
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けるなどの大きなアクシデントも含まれます。こ
うした移動サポートにおけるアクシデントが、電
動床走行式リフトを導入した平成24年以降は激減
しました。

利用者に対する効果としては、リフトを使うこ
とでトイレでの排泄が可能になりました。ほとん
ど寝たきりで車いすを漕ぐことができない利用者
でも、資料③のような姿勢で、トイレに移乗する
ことで排泄が可能になっています。多くの利用者
がトイレで排泄できており、常時オムツで過ごす
方は減っています。経理担当者が試算したとこ
ろ、年間25万円もオムツ代が安くなったというこ
とです。また、トイレの移乗はなるべく同性介護
に努めてきましたが、リフトを使うことでこれが
徹底されています。

このようなリフトでの移乗は、まるでブランコ
にでも乗っているような感じで利用者がとてもリ
ラックスできます。これを人の力で抱えようとす
ると、利用者自身も身体に余計な力が入ってしま

い、そのままベッドに寝かせることで身体の拘縮
にもつながるのですが、そのような症状も緩和さ
れています。

介護する側・される側にとってさまざまな面で
効果を発揮しているノーリフトケアですが、ベテ
ランのサポーターから「利用者との会話が増え、
距離が縮まった」という声もありました。「リフ
トがあって当たり前」の環境しか知らないサポー
ターでは気づくことができない、貴重な意見で
す。ノーリフトケアが浸透したからといって、自
分たちの役割が終わったわけではありません。今
後も、利用者に合ったスライディングシートの選
択、機能的な導線の確保、設備の充実、サポー
ターのスキルアップ、コミュニケーションスキル
の向上などが求められ続けます。利用者も職員も
大切にするノーリフトポリシーの理解を深めなが
ら、自分たちの施設だけではノウハウには限界が
あるため、事業所、地域、企業との連携も積極的
に行っていくことが大切だと思っています。

資料②

資料③
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■ 事例 5
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
岩田 貞昭 氏
加藤 健 氏

災害時に備えて何ができるか
当法人は、京都市、城陽市、宇治市を中心に、

隣県の大阪府島本町を含めて30余りの事業所を
展開しています。京都府では2013年3月に、災
害時の一般避難所の二次被害防止を目的として

「京都DWAT」が設立されました（DWATとは
「Disaster Welfare Assistance Team」 の 略 で、
災害派遣福祉チームを示す）。このチームは、京
都府内にある事業所の福祉専門職で構成され、医
療関係6団体、福祉関係14団体、行政が連携して
活動しています。現在は府内に12チームが編成さ
れ、約140名がチーム員として登録しています。
当法人からも、介護福祉士、管理栄養士、作業療

法士の計5名が登録し、京都府の要請により職員
を派遣しています。

また、当法人は福祉避難所を整備しており、避
難所を活用した交流事業や、地元自治体と合同で
の総合防災訓練、他法人のDWATチームとの連
携事業を企画するなど、災害時に備えた啓発事業
を積極的に行っています（資料①②）。そのよう
な態勢もあり、京都府から熊本県や岡山県の被災
地支援の派遣要請を受けた際は、第一陣で職員を
派遣することができました。

避難所での高齢者支援
約3年前に京都DWATのチーム員として登録し

た加藤です。2018年の西日本豪雨で被災した岡山
県への派遣活動では、7月20日?8月13日の期間を4
泊5日のサイクルで計6班が編成され、私は第1班
として参加しました。派遣場所は倉敷市真備町に
ある一般避難所の岡田小学校で、私が現地入りし
た7月20日時点で373名の方が避難生活をしていま
した。

京都DWATの活動内容は、岡山DWATの後方
支援と、避難生活を送られている方々の生活改善
支援です。具体的には、排泄や服薬ができている
かの確認と、35度を上回る猛暑日が続いていたの
で、食中毒や熱中症などを起こさないように声掛
けをしながらの巡回などです。岡田小学校では、
校舎北館、南館、体育館以外に、運動場で車中泊
をする方、校舎から離れた歴史館に避難している
方もいました。歴史館にはトイレがなく、「ラップ
ポン」というポータブルトイレを設置していて、

資料① 資料②
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私はこのトイレの点検、掃除、排泄物の回収処理
を担当しました。

歴史館に避難していた方の中には、足腰が悪い
うえに、自宅の1階が浸水したことで気持ちが滅
入り、動くのがおっくうだと話す70代の女性Aさ
んがいました。足には浮腫が出て、パンパンに腫
れ上がり、医療保健福祉チーム内での共有事項
によると、5分前の記憶がないなど、認知症の症
状もあるとのことでした。歴史館は食事の配給所
まで距離があり、校舎からの放送も聞こえにくい
など、避難所内でも生活環境は良くありませんで
した。Aさんは食事の配給がいつなのかもわから
ず、受け取りに行くこともできずにいたので、私
が代わりに食事を配給所で受け取り、Aさんに届
けていました。避難生活がいつまで続くかわから
ない中、Aさんのように人の助けが必要な方はど
うしていくべきなのかを考えさせられました。こ
の件について、活動期間内に解決することはでき
ませんでしたが、後のチームにしっかり引き継ぎ
をしました。

「要配慮者」以外の支援も必要
避難所生活では、子どもたちが時間を持て余

す姿が目につきました。体育館内では3DSのゲー
ムをしている子が多く、ときには体育館内を走り
回るなど、周囲の迷惑になっていたかもしれませ
ん。その中の1人だった10代のB君が、京都と岡山
のDWATメンバーで運営していた「なんでも相談
窓口」（資料③）に座っている私の所に来て、夏
休みの宿題を始めました。それ以来、B君との距

離が縮まり、私が避難所周辺の清掃活動をしてい
ると、「一緒にやる」と言って避難所周辺のゴミ
拾いに参加してくれました。翌日からは「何時か
ら掃除するの？」と尋ね、定期的に参加するよう
になりました。そのほか、子どもたちとは中庭の
一角でサッカーやバレーボール、ドッジボールな
どをして一緒に汗を流すこともありました。

子どもたちと接していくうちに、体育館に勉強
机の必要性を感じるようになりました。もちろん
校舎には机がたくさんあったのですが、体育館に
はそのようなスペースがなかったので、段ボール
などで簡易的に作ってあげられないものかと考え
ました。個人の判断で勝手な行動はできませんの
で、班長に相談したうえで、学習スペースの設置
に取り掛かりました。

5日間の活動を通して、毎朝、全体ミーティン
グできめ細やかな情報共有がなされていたこと
から、避難者のサポートをするうえでいかに「連
携」が大事であるかを認識しました。一方で、早
い段階で課題に気づきながらも、速やかに解決で
きず、やるせない気持ちもありました。しかし、
岡山DWATの方からは「京都から来てくれてあり
がとう」と労いの言葉をいただきました。

岡山派遣から戻り、もっとも考えさせられたこ
とは「要配慮者」についてです。一般的に要配慮
者とされる定義は、防災、災害対策の分野におい
て、高齢者、障害者、妊婦、乳幼児、外国人な
ど、支援を要する人々ですが、実際に私が活動を
通じて感じたのは、被災地の住民全員が等しく支
援の対象者ではないかということです。また、罹
災証明を受けている方と受けていない方、あるい
は避難所生活者と自宅避難者など、情報や物資や
補償などの違いから、住民の間に格差が生じてい
るとの声も聞こえてきます。

今回、私は支援する側として携わりましたが、
いつ何時、支援を受ける側に回るかもわかりませ
ん。日々、日常業務に追われがちですが、災害対
策の分野においても、優先度の高い課題として取
り組んでいきたいと強く思います。

地域共生社会の担い手として
派遣先で経験した地域活動のノウハウや視点

資料③

福祉施設の実践事例発表
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は、今後必ず活かされます。職員全体の資質向
上にもつながるため、京都DWATに登録してい
る5名のうち、派遣活動実績のある3名は管理職を
務めています。災害時に備えるため、今、自分た
ちの地域でどのようなことをしていけばよいのか
を、若い世代の管理職から発信することで、法人
内だけでなく地域の連携にも広がっていきます。
もちろん職員が潤沢にいるわけではないので、法
人内でも日頃からの支え合いが必要です。

社会福祉法人が、地域の中でどれだけ役に立つ
のか、地域の中でどれだけ存在意義があるのかを
問われていることもあり、事業計画などでも積極
的に地域活動を組み込んでいます。地道に一歩一
歩進むことで、地域の方から着実に信用を得られ
るようになってきています。こうした活動を通し
て、今後も地域共生社会の担い手としての社会福
祉法人の意義を、しっかりと見つめていきたいと
考えています。

特設会場E1

102会議室
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