
 

 

 

 

 

社会福祉法人 新潟地区手をつなぐ育成会 

あすなろ福祉園  五十嵐 直人 

 

1 期 日  平成 30年 1月 29日（月）～1月 31日（水） 

 

2 視察先 

   大阪府高槻市 社会福祉法人北摂杉の子会 

① 萩の杜（施設入所支援・生活介護事業） 

② ララショコラ タカツキ（就労継続支援 B型事業） 

③ ジョブサイトひむろ（生活介護事業） 

④ レジデンスなさはら（共同生活援助事業） 

⑤ 意見交換会 

⑥ プレイス Be（生活介護・就労継続支援 B型・短期入所・日中一時支援事業） 

 

3 目的 

 障がい者支援において、先進施設の現場視察、見学を行い、その取り組みを学ぶことに

より、自身の業務や事業所の改善に向けて、よい部分は参考、活用させていただくと共に、

今後の向上に向けて、その理念等も学ぶことを目的とする。 

 

4 視察見学 

 「萩の杜」 

○概要 

  1994年開設。 

① 施設入所支援事業。定員 50名（現在 50名が利用） 

② 生活介護事業。定員 50名（現在 51名が利用） 

③ 短期入所事業（併設）。定員 5名（平均 2.3人/日） 

④ 日中一時支援事業。定員 10名（平均 6.3人/日） 

  ユニットケア・職住分離が特徴。性別：（男性）37名。（女性）12名。 

  年齢：30歳～52歳。施設入所期間：平均 12年程度。 

  障害支援区分平均：5.75。利用者の 30 名程度が自閉症。利用者の高齢重度化が課題。 

全職員の 80％がパートタイム職員。正規職員：20名。パートタイム職員：50名。 

平成２９年度 人材育成助成（現場実地研修）レポート 

社会福祉法人 北摂杉の子会 

・萩の杜 ・LaLa-chocolat ・ジョブサイトひむろ 

 ・レジデンスなさはら ・ぷれいすＢｅ  



○特徴・感想 

利用者の高齢重度化が課題。4つに区切ったユニットケアが特徴。 

パートタイム職員が主戦力である。現在肺炎や転倒による骨折等により通院件数が年間

654件という状況である。集団感染を防ぐための衛生管理力、介護力、医療連携、支援員

による医療的ケアが施設に問われている。リハビリの課題が生じているが、障害の特性

アセスメントに応じて、できることは行っていただくなど、自立に向け環境を整える支

援を行っている。ご本人の強みに着目している。利用者の家族が高齢化しているため、

参加人数の減少、それによる行事の縮小が課題とされている。 

  当法人が掲げている「職住分離」は利用者だけではなく、職員にとっても効果的であ

ることがわかった。利用者がいない時間を利用して内部研修や事務、清掃、策定会議な

ど、職員が時間を有効に活用している印象を感じた。また内部研修は毎年議題を変え、

市内の医師などにも協力を得て、取り組んでいる。また外部研修にも積極的に参加し、

職員の意識を高める取り組みが行われている。 

職員自身のセルフチェックも導入されている。各フロアには絵カードが掲示されてい 

るが、そこに文字を入れるなどの配慮も行われていた。人同士口頭で伝え合うだけでな

く、業務の伝達の仕組みを工夫することにより、視覚的にわかりやすい構造化を図って

いる。 

食事に関しては、一斉に開始するのではなく、配膳した段階でその方に合わせたペー 

スでそれぞれ開始し、居室での食事も可能としている部分は参考になった。部屋の温度

は特に決めておらず、利用者個々の快適性を優先していること、その節約はしないこと。

家庭に近い雰囲気を大切にしている。マニュアルとしてフローチャートや写真を用意し、

わかりやすい工夫を行っている。配役の袋にも名前だけではなく、ご本人の写真も添付

する工夫は今後参考にしたい。 

職員に対しては、①「必要な範囲での雑談を大切にする姿勢」、②「共通した思考の 

職員教育」、③「記録・動画等を利用し、上手なときや上手にいかなかったときの比較」、

④「利用者の特性に基づいたアセスメントや環境整備」等、実施されていた。支援を統

一することは職員が変わっても利用者・職員双方に対し、安心感を与えるため、私たち

事業所でも取り組んでいきたいと思う。 

 

「ララショコラ タカツキ」 

○概要 

 2015年 10月 21日開店 

 就労継続支援Ｂ型事業 

 以前は「ジョブサイトひむろ」の従たる事業所であったが、現在は就労継続支援Ｂ型事

業として単体で活動している。店舗は阪急高槻市駅前徒歩 1分の場所にあり、障がい福

祉事業所が繁華街中心の一等地に出店することは全国的に例が少ない試みである。 



○特徴・感想 

  多くの方々が行き交う繁華街の中心に立地し、店舗の外観・内装も周囲の店舗と遜が

ない程、お洒落な構造となっているのが特徴であった。私自身が思っている障がい者支

援事業所の雰囲気とは異なり、「地域に生きる」を掲げているように誰もが入店したくな

る雰囲気を創り出していたのが印象的であった。 

 

「ジョブサイトひむろ」 

○概要 

 2005年 4月萩の杜分譲「工房ひむろ南」と「工房ひむろ北」を統合し、「ジョブサイト 

 ひむろ」を整備、開設 

 2007年 11月に新事業体系（生活介護・就労移行支援）に移行。 

2016年 4月生活介護事業単体となる。 

定員 40名（現在 51名が利用）性別：（男性）36名。（女性）15名。 

年齢：平均 34歳。障害支援区分平均：5.43。 

 職員体制：常勤支援員 15名。非常勤支援員 19名。 

      常勤作業療法士 2名。非常勤看護師 2名の配置が特徴。 

 主として重度の知的障がいがある方、自閉症スペクトラム症や行動面に課題のある方等

多くの支援を必要とする方が対象。 

 「働く」ことを支援の中心に据え、生産活動を通して利用者のディーセントワークの実

現を目指す。利用者の状態像に合わせた健康、予防プログラムの実施を行っている。 

 今後は理学療法士の配置も検討している。 

 年末年始、ゴールデンウィーク、お盆期間以外の祝日は開所している。 

 萩の杜の利用者も 18名在籍。 

○特徴・感想 

  障がい者は健常者と比べ老化が早く、そのため生活習慣病の方が多いとのことである。

現在はトランポリンやポールウォーキング、エアロビクスでの予防を行っている。各グ

ループでの職員のモチベーションアップの取り組みも行われている。 

  送迎利用車には限りがあるため、3段階に分けて送迎を行うなどの工夫も見られる。 

 毎年常勤職員の比率を上げるよう努めている。作業療法士の役割として、職能面、機能 

 面の維持向上を重点的に感覚的な刺激、用途に応じた道具を製作し、支援員とは別の 

 視点で支援を行うことは重要であると感じた。また個別支援計画書とは別のリハビリ 

 専門の計画書も別途作成している点、個別支援計画書作成時にも作業療法士が参加し、 

 一緒に作成に関わっている点も参考としたい。 

  職員の残業問題も顕在しており、週に一度「No残業デイ」を個々の職員が実施してい  

ることはよい心掛けであると感じた。 

 



利用者の食事や昼休みは一斉でなく、個々の時間により実施しており、食事場所も個

別対応としている。また自閉症の方はやることのない時間が最も苦痛のため、その配慮

は必要と感じた。 

 

「レジデンスなさはら」 

○概要 

2012年 4月開設 

共同生活介護事業 

定員 20名（現在 20名が利用） 

1番館：女性ホーム 7名利用。2番館：男性ホーム 5名利用。 

3番館：男性ホーム 6名利用。 

年齢：平均 38.2歳。障害支援区分平均：5.85。行動関連項目点数平均：18.0。 

 職員体制：常勤職員 4名。嘱託職員 6名。パート職員 13名。 

      他医療職 1名。調理員 2名を配置。 

 職員勤務体制：平日 6～7名対応。土曜日曜 4名対応。 

 全棟完全バリアフリー。全棟スプリンクラー完備。居室は 7.5畳程度の広さ。 

 全室床暖房設置。各館風呂は 2ケ所。トイレ 3ケ所以上。洗面所は各館 2ケ所で、 

 建物の左右の端に配置。ご利用者の動線の整理と刺激の少ない環境を提供。 

○特徴・感想 

  利用されている方の多くが以前は「萩の杜」の利用者であったため、メンバーの顔や

性格を把握しており、設計の段階で、その一人ひとりに合わせた構造を取り入れたと 

 のこと。また全室南側であり、日当たりのよい居室である。個々に合わせた居室の例と 

 して、てんかんによる転倒の危険がある方に対しては、部屋全体をクッションで覆う 

 などの工夫や利用者の部屋と職員ルームを扉で通す工夫、居室の中にトイレを設置し、

その方の自宅と同じ設計を行う工夫も行うなど、個人に合わせてオーダーメイドを取り

入れていた。各居室も含め、あらゆる箇所に温度計、湿度計を設置し、職員の感覚だけ

ではなく、実際の数値を目安に快適な環境を提供していることは参考となった。食事は

実際にシェフを職員として採用していた。風呂は一人ずつお湯の交換を行うなど、衣食

住に関しては赤字であろうが、譲らないとの姿勢であった。 

職員の姿勢としては、①「丁寧な支援を行い、当たり前のノーマルな生活の支援を提

供すること」、②「～さん付けを意識することにより、その後の会話の語尾も丁寧を保つ

ことができること」、③「職員間でも指摘し合うことで、よりよい支援や虐待防止などに

つながること」等、今後心掛けていきたいと感じた。また職員自身が生活したくなるよ

うな環境を提供することも意識していきたい。 

 

 



ヒヤリハットは現在でも年間 1,000件が上がる。3年前は 1,500件が上がっていた。 

 減少した理由は、従来ヒヤリハットとしてとらえていた事例を今度は事故報告書として

とらえており、職員の業務に対する意識の向上の姿勢には驚かされた。 

業務の心得を上からのトップダウンではなく、パート職員などの非常勤職員が意識し、

ボトムアップを心掛けている。ケース会議を月に１回から週に１回に変え、振り返りや

意見交換の機会を増やす心掛けを行っている。不満足度調査を行い、弱みを改善し、昨

年の弱みは今年の強みに変える意識改革を事業所内で行っている。 

職員を大切にしており、PDCAサイクルを活用し、元気な活動を心掛けている。その 

ことにより離職しない職場環境、出会いや大変な経験を重ねることで職員自身の意識を

変えていく姿勢、離職しない雰囲気づくりを心掛けていた。そのことにより利用者に 

対するリスペクトも生まれることは、今後私自身も意識して業務を行おうと考えている。 

 

「意見交換会」 

  意思決定支援についての議題が話し合われる。日常的な場面、社会的な場面など、 

状況に応じた支援が大切であること。人間は一日 1,000回の意思決定を行っているとの

こと。そのため利用者の方々にも選択の機会を増やし、様々な体験を行っていただく 

ことが大切であるとのことであった。小さな意思が積み重ね、大きな意思をもって 

いただくよう支援のあり方を考案していくことが大切であると感じた。具体的には 

「本人が何を食べたいか」等だけではなく、「どのような福祉サービスを利用するか」、 

「本人のスケジュールの意思」、「チャレンジ体験」等を行い、意思決定の場面を増やし

ていくこと、またその場面を意図的に設定し、新たな体験ができるよう機会を設ける 

ことが大切である。そこではその方の強み、特技を活かした支援を行うことが必要との 

ことであった。 

 

「ぷれいす Be」 

○概要 

2009年 4月開設 

生活介護・就労継続支援 B型・短期入所・日中一時支援事業 

定員①生活介護事業。定員 40名（現在 57名が利用） 

②就労継続支援 B型事業。定員 20名（現在 32名が利用） 

③ 短期入所事業。定員 10名 

④ 日中一時支援事業。 

年齢：平均 26.7歳。障害支援区分平均：（生活介護）5.2。（就労継続支援 B型）3.0。 

吸引、経管栄養、酸素吸入など医療的ケアが必要な対象者 10名。 

 職員体制：常勤職員 14名。パート職員 28名。 

      看護師、作業療法士を配置。 



○特徴・感想 

  就労継続支援 B型事業として喫茶店を経営。そこではプレイス Beの利用者や職員も利

用している。また地域にも開放し、イベント等にも利用されている。それにより、地域

の方々の理解も得ており、クレームも少ない状況である。短期入所のエリアと他事業の 

エリアは扉によりつながっている。短期入所の居室は仕切りを開け、２つの部屋をつな

げプレイルームとしても活用している。 

生活介護の利用者で、ゴミ回収を好む方がおり、各活動室を廻って事業所全てのゴミ

を回収していた。その方の性格を強みとして、事業所の役立つ存在として活用している

ことは参考となった。 

建物のコンセプトとして、どこにいても光や緑が見える構造となっている。花の水や

りや噴水の清掃も利用者が行っている。一日の活動メニューの表記は利用者、職員全員

をホワイトボードに記し、誰がどの状況であるかをわかりやすく表記している。 

看護師による医療的ケア、健康管理の研修も積極的に実施。また嘱託医参加の月に一

度のケア会議。移乗用リフトの使用方法、介護技術の内部研修、外部への見学、実習も

積極的に行われている。 

各グループごとによる研修、法人のスーパーバイザーによる月一度の講義、パート職

員向けの内部研修なども積極的に実施。職員が学んできたことはアウトプットし、伝え

ることでさらなる学習となる意識を職員個々が持っていることが印象的であった。 

来年は２カ月に一度は職員全員に面談を行う計画をしており、各職員のやりたいこと

を確認する予定である。若い職員に対しての手厚いフォロ―も心掛けている。職員の確

保、現場が滞りなく回るかを考えている。以上のような人材育成の教育は、職員の定着

にもつながると感じた。また結婚や出産を機に離職せず、勤務形態が変わっても働き続

けることができる事業所を目指している姿勢を感じた。各グループの意見を非常に大切

にしているところも参考としていきたい。 

 

5 視察研修に参加して感じたこと 

  今回の研修では、見学させていただいた各事業所の方々が非常に温かく迎い入れてい

ただいたと感じている。各事業所の利用者の障害支援区分は平均 5 を上回る状況である

が、利用者の方々と職員が、共に協働し、助け合って生活していることが印象的であっ

た。強度行動障害の方の性格を考慮し、その方らしい生活を負担なく保つことができる

よう、絵カードやスケジュールを個人に合わせてわかりやすく掲示する方法や、その方

が生活しやすいよう部屋のレイアウトを細かく整備する配慮、常に状態変化に合わせて

環境アセスメントを行っていく姿勢は今後意識していきたいと感じている。 

 意見交換会では各事業所の悩みについて聞くことができた。最も多い課題として、「職

員の離職について」が上がる。結婚や出産のため離職せざる状況も発生しているが、そ

の職員が復帰しやすい環境を用意することは必要とのことであった。また職員が離職し



ないために働きたいと思う環境をつくることも大切であると感じた。当法人の職員の大

半はパート職員などの非常勤職員であり、そのパート職員の業務責任の高さを感じた。

パート職員を信頼し、業務を任せる体制であり、そのためにも内部・外部研修や事例検

討、意見交換、各種資格取得にも積極的に行っている状況であった。それを職員同士で

意識を高め合い、業務に活かしている箇所が多く見られる。 

残業問題では、私たち事業所と類似の問題も多数抱えており、昨今全国的にも問題視

されているため、改善を検討していかなくてはならないと感じている。 

 職員一人ひとりを大切にする姿勢、また個人が意識を高め、不満なく支援が行える教

育方針などが積極的に行われていることを感じ、今後自身の業務にも活かしていきたい

と考えている。 

 最後に、今回の研修の機会を与えてくださった真柄福祉財団の皆様には、大変感謝し

ております。ありがとうございました。 


