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サービス管理者のつぶやき

4月になり急に暖かい日が続き、八王子生活実習所の周辺でも春の花が一挙に咲きだし

ました。富士森公園には、ソメイヨシノが散った後に緑の桜が咲きます。調べてみると

「御衣黄」という桜の一種で、咲き出した頃は緑が強く、そばまで行かないと花が咲いて

いるとは見えません。十日間ほどで、緑が薄く白くなると共に中央部分に赤みがさしま

す。八王子生活実習所を下り、富士森運動場側へ横断歩道を渡った左手に1本だけありま

す。今年は終わってしまいましたが、来年が待ち遠しいです。

～八王子生活実習所の夜～ ～八王子生活実習所の夜～ 

新年度となりました。今年は、利用者の皆さんの「自己決

定」をこれまで以上に意識していきたいと考えます。特に障

害の重い方たちは、自己決定にも支援が必要になります。そ

の自己決定支援が支援者本位とならないよう、あらゆる視点

から見直します。(Y)



改正社会福祉法

八王子生活実習所　施設長　安田喜人

4月になり温かくなるにつれて、八王子市内の雑木林もあっという間に冬の木か

ら萌黄色に変わりました。八王子生活実習所の敷地内では八重桜が満開となり、

桃色の花の間から柔らかそうな小豆色の葉が見えています。昨年実習所のベラン

ダに植えたマルバノキも、可愛いハート型の葉が出揃い風にそよいでいます。あ

たり一面から、春を感じます。

平成29年度から、いよいよ改正社会福祉法が施行されます。武蔵野会では一年

以上前から準備を始め、評議員会や理事会、会計監査人などの選任を進めまし

た。4月の理事会や5月の評議員会で承認を経て、新体制が本格化することになり

ます。

施設で配慮すべきものは、施設運営におけるコンプライアンスになります。改

正社会福祉法の影響からか、昨年度東京都などの検査で、過去に遡って介護等給

付費などを減算された施設があります。理由としては有資格者の未配置などによ

るものが挙げられます。施設によっては減算額が一年間の運営費の30％以上にも

なることから、今後の運営は大変厳しいものになると考えます。武蔵野会の規模

の法人であっても、法人運営に影響が出かねません。これが規模の小さな法人で

あれば、大きな借り入れをしないと事業運営は困難になります。事業閉鎖という

選択をせざるを得ない事業所も出てくるかもしれません。課題は、施設の支援の

質に関係なく、法人や施設が社会や地域にどのような貢献をしていても、何の躊

躇もなく減算が行われるということです。意図的であったのか、全くの見落とし

であったのかなど、その理由に関しての配慮もないことが明確になりました。

減算の根拠は社会福祉法にあります。法律が悪いということではなく、施設運

営をするにあたっては、このことを肝に銘じて施設運営をしていかなければなら

ないということです。当然といえば当然ですが、法律の内容や意味、その根拠一

つひとつを理解し、吟味していかなければなりません。また、様々な準備も必要

です。有資格者がたった一人、職員配置が定数ぎりぎりでは事故や病気での欠勤

に対応できません。ゆとりを持った運営ができるよう計画的に準備をする必要が

あります。

八王子生活実習所では、地域で不足しているサー

ビスやこれまでになかった福祉サービスに取り組

み、支援を必要とする人の支えになりたいと考えて

います。そのためには、ベースである施設運営が安

定していなければなりません。法令を遵守し運営を

安定させること、これも施設の大きな役割と考えて

います。 ハートの形をした
マルバノキの葉です



今年度も様々な活動で講師をお招きし、ご指導頂きます。それぞれの活動内容と

ご指導くださる講師をご紹介します。紹介は曜日順となります。（吉山）

プラットホーム

アートH S J展

活動講師のご紹介

園芸療法

音楽

フィットネス

講師名：原田 聖也

実施日：第一、第三月曜日（午後）

様々な草花や野菜など、身の回りにある自然との

関わりを通して生活の質の向上を目指しています。

昨年度はグリーンカーテンの育成や、稲、小麦、

藍、ジャガイモなどを栽培し、収穫の喜びを分かち

合いました。

講師名：稲森 洋子

実施日：月曜日・木曜日（午前・午後）

　　　　第二金曜日（午前・午後）ダンス

季節感を取り入れながら、木枠やバランスボー

ル、ゴム紐等、様々なプログラムを通して体を動か

す機会を提供しています。ダンス講師を兼任し、音

に身をゆだねて体を動かす楽しさを伝えます。

講師名：上田 淑江

実施日：火曜日（午前・午後）

音楽を聞いたり演奏したりする際の効果を応用し

て、心身の健康を向上することが目的です。ハンド

ベル、トーンチャイムなど様々な楽器を取り入れ、

音やリズム、歌を楽しんでいます。年に一度、音楽

発表会を行い、日頃の成果を披露しています。



アートH S J展

アロマ

講師：左迫間 真澄

実施日：第三水曜日（午後）

アロマオイルの香りを活用し、心身の健康やリラ

クゼーションを目的として行っています。利用者の

方が好きな香りや、季節の植物の香りを取り入れ、

楽しみながらアロマに親しむ場を設けています。

陶芸

講師：江利川 智子

実施日：金曜日（午後）

粘土の感触を楽しみながら、皿、コップ、箸置き

など様々な作品制作を行っています。作品が素焼き

され、雰囲気が変わった状態を見ることも楽しみの

ひとつです。ものづくりの充実感や達成感を味わう

ことにより、生活の質の向上を目指しています。

職員往来

平成29年度の職員異動をご報告いたします。

◎黒光　哲也　平成29年2月　入職 

　4月より風グループに配属となりました。宜しくお願い致します。

◎峯尾　薫美子　平成29年3月　入職

　4月より星グループに配属となりました。宜しくお願い致します。

◎理学療法士　岩永　洋祐（5月から神成と交替となります）　　　　　（草野）

園芸 音楽 陶芸

フィ ッ ト ネス アロマ



平成28年度東京都福祉サービス第三者評価事業を受審し結果が出ましたので、

ご報告いたします。

今回は公益財団法人日本チャリティ協会に第三者評価をお願いし、所属する評

価者の方に評価講評をしていただきました。利用者の皆様をはじめ、保護者の皆

様には事前のアンケート記入や聞き取り調査等、様々な場面でご協力いただき、

ありがとうございました。

第三者評価では、利用者のサービスに対する意向や満足度を把握することを目

的とする「利用者調査」と事業所の組織経営、マネジメントの力や現在提供され

ているサービスの質を評価する「事業評価」に分かれています。施設運営の適正

を図る標準項目は全て「実施」となっています。

全体として「特に良いと思う点」「さらなる改善が望まれる点」について、そ

れぞれ三点の評価講評を以下のとおりいただきました。

◆特に良いと思う点

①様々な技法を取り入れ職場風土を改善して職員一丸となった施設運営の取り

　　組みがあります

②利用者の創造性を活かした芸術活動の取組みに成果が見られました

③新規利用者の対応について事前の準備期間を設けて、利用者の不安を軽減し

　　ています

◆さらなる改善が望まれる点

①組織体制の明確化を期待します

②5S運動の一層の推進が望まれます

③個人情報の取扱いについてさらなる工夫を期待します

今後も利用者、ご家族の皆様にご満足いただけるサービスを提供できるよう、

さらなる改善に取り組んでいきたいと思います。なお、今回のフィードバック結

果は「とうきょう福祉ナビゲーション」を通して、事業所の基本情報とあわせた

総合的な情報として公表されています。

「とうきょう福祉ナビゲーション」第三者評価ページ　アドレス

http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/hyoka/hyokatop.htm

第三者評価のご報告



グループ往来
暖かくなると体を動かしたくなりますよね。今年度

最初のグループ往来は、軽運動や散策、そしてグ

ループ特有の活動をご紹介します。

宙　～そら～

海･渚　～うみ･なぎさ～

海グループでは毎週『スヌーズレン』の活動を行っています。スヌーズレンでは部屋の

テーマを決め、テーマに沿って視覚や聴覚、感触、嗅覚など様々な感覚が体験できる環境

の中で、思うままに過ごす時間を設けます。

今回のテーマは「秘密基地」でした。部屋の中には小さいテントやハンモック、数種類

の玩具を用意しました。ハンモックに揺られたり、テントの中でのんびりと過ごしたり、

不思議な感触の玩具に触れたりと、思い思いに過ごします。後半は電気を消して、パー

ティーボールの鮮やかな光とオルゴール音楽に包まれ、リラックスした時間となりまし

た。（津川）

宙グループで行った軽運動の様子を紹介します。今月はビーチボールやバランスボール

を使って活動しました。

バランスボールは姿勢を維持することにより体幹を鍛えることができる道具です。宙グ

ループでは用途を考えながら様々な道具を使用し活動しています。今回はボールに乗って

弾んだり、ボールを触って感触を楽しんだりしました。皆さんそれぞれの方法で身体を動

かしています。

利用者の方も職員も、笑顔が絶えない活動時間の一コマでした。（宮道）

玩具に触れて
リラックスしています

ハンモックで
揺れています

柔らかい積み木に
夢中です

ボールに乗りました 弾む感覚を
楽しみます



散策は、四季の移り変わりや自然の美しさを感じることができる活動の一つです。

風グループでは、暖かい春風や美しい花々を見ながら散策を楽しみました。春の陽気

に誘われて駆け出す方や、のんびり草花を見てリラックスする方など、それぞれ全身で

春を感じる皆さんでした。「心地よいですね」とお話しながら素敵な笑顔も溢れ、和や

かな雰囲気での散策となりました。（宮崎）

多摩御陵に行きました

今年度の切手絵のデザインが“二匹の魚”に決まりました。利用者の方と職員

で案を出し合って決定したものです。

古切手には数え切れないほどの種類があります。作成途中で「この切手が足り

ない！」ということにならないように、配色などを工夫して枚数が多い切手を使

うようにしました。切手は必要な色だけを切り取って使用しています。

作成方法は「使う切手の選別」、「切手を台紙からはがす」、「必要部分の切

り取り」、「下絵に貼り付け」という工程になります。

下絵も完成し、「今年も協力して作ろう！」と張り切っています。（浅井）

今年のデザインは
これです！

使用する切手も
決まりました

のびのび歩きます

風　～かぜ～

星　～ほし～

浅川沿いも
散策しました



日 曜 午前 午後

１ 月 災害伝言ダイヤル 　

９ 火 内科検診（海・星）出構医師

１１ 木
保護者会　１０：３０～　
宿泊旅行②（～１２日）　

宿泊旅行②

１３ 土 土曜開所 土曜開所

１７ 水 精神科相談　鶴田医師

１８ 木 宿泊旅行③（～１９日） 宿泊旅行③

２５ 木 宿泊旅行④（～２６日） 宿泊旅行④

２７ 土 土曜開所 土曜開所

実習所月予定

宿泊旅行を始めとして、様々な行事が動き出しました。

今年度も様々な活動や行事を通して、皆と一緒に充実した

一年を過ごしていきたいと思います。

事業概要報告 報告対象月　平成29年3月分より報告

利用者数情報

利用者現員数                         　55名（定員40名）

障害者支援区分 区分2-1名 区分4-3名 区分5-6名 区分6-45名

実利用者延べ数　　　　　　　　　　　　1,093名

3月期利用率                   118.8パーセント

リスクマネジメント情報

事故件数累計                         　 1件

軽微事故件数累計                      　8件

ﾋﾔﾘﾊｯﾄ件数累計                       　 6件

苦情情報

苦情受付累計　　　　　　　　　　　　　　0件

要望受付累計　　　　　　　　　　　　　　0件

編集後記

新年度になり一か月が経過しました。年度替わりの慌ただしさも、少しずつ落ち着いて

きたように感じます。

5月初めにはゴールデンウィークが控えています。皆さん休みに向けて計画を立て始め

ている頃でしょうか。お出掛けしたり、家でゆっくりした時間を過ごしたりと、リフレッシュする

時間を作りたいですね。（Y）

5月

3月
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