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サービス管理者のつぶやき

40年ぶりという猛烈な寒波が日本列島を覆っています。

大雪もありましたが、その後の寒さも八王子には大きな影

響があります。月末には氷点下8度という厳しい寒さとな

り、市内のいたる所が凍結し、水道管の破裂という報告も

ありました。

そのような中でも、野鳥は元気に飛び回っています。ヤ

マガラが忙しなく動き周り、シジュウカラがあちらこちら

に移動をしています。シジュウカラの群れの中に、まれに

コゲラを見ることがあります。日本

に移動をしています。シジュウカラの群れの中に、まれにコゲラを見ることがあり

ます。日本で最も小さいキツツキのギザギザの縞模様を見ると、何か少し得した気

分になります。(Y)



障害福祉サービス報酬改定

八王子生活実習所　施設長　安田喜人

雨の少ない穏やかな1月を迎えたと感じていましたが、久しぶりの大雪と

その後の寒波で身が縮む思いです。雪の対策はすっかり終わっていましたの

で、送迎は何とかできましたが、交通渋滞に巻き込まれ通常より1時間半も

遅れてしまい皆様にはご迷惑をおかけしました。今年初めての積雪ではあり

ましたが、もう今年は降らないことを祈るばかりです。

平成30年度は福祉サービスの報酬額改定があることになっています。どの

ような改定になるか、我々福祉の現場では戦々恐々とした思いで見守ってい

ました。ようやく昨年の12月に社会保障審議会から方向性が示されました。

当施設に影響する可能性がある点は、生活介護における開所時間減算で

す。施設の開所時間が6時間未満である場合は報酬が30％減ることになりま

す。当施設は何とか10：00～16：00が支援時間となっていますので、ぎりぎ

り減算は免れることになります。しかし利用時間が5時間未満の利用者が一

定以上（一定以上がどの程度なのかはまだ示されていません）の場合には、

やはり30％を減らすとなっています。

また、なくなるのではないかと心配していた食事提供体制加算は、「次回

の報酬改定までは残し検討する」と、先延ばしになりました。また、送迎加

算については、「更なる評価」とありますので増額することが期待できま

す。

もなかで行っている計画相談では、一人当たりの担当件数に制限を設け、

一定以上の件数を越えて計画を作った場合には、超えた分に関しては報酬を

減額するとの内容です。月に何件とは示されていませんが、もともと赤字覚

悟で行っている計画相談ですので、担い手が少なくなる可能性もあります。

現状を見ていない乱暴な内容であると考えます。

報酬改定の方向性が示されると共に、共生型サービスの基準の方向性も示

されました。障害福祉サービスを受けていた方が65歳になった際には介護保

険が優先され、それまでの障害福祉サービスの利用ができなくなるという課

題に関する報告です。これまでも示されていた、障害福祉と介護保険の両方

の指定を受けることで継続して現在のサービスを利用できるようになること

は変わりません。しかしケアマネや常勤医師、栄養士の配置が必要となり、

小規模の施設での配置は難しく課題が残ったままです。

具体的な数字については、まだ示されていませんので、今後も注視してい

くつもりです。



プラットホーム

アートH S J展

ART　HSJ展

12月3日(日)～5日(火)に八王子学園都市センター11階の第1ギャラリーホールで「第４回

ART HSJ展」を開催しました。

水彩画やはり絵（コラージュ含む）、版画の他、絵具を凍らせて描く氷絵、絵具を歯ブ

ラシと金網でこすって効果を出すブラッシングなど多彩な技法の作品を並べます。また立

体作品については紙粘土の他に液体粘土を使用した作品、厚紙の効果を活かして制作した

作品も展示しました。今回は触って楽しむ紙作品や、アロマスプレーで花の香りを演出し

たアトリエサークルの作品「春の野原をつくりましょう」など、五感で楽しめる作品もあ

ります。皆さんに楽しんで鑑賞して頂けるよう、それぞれの作品に合わせて額装やイーゼ

ルなど展示方法も工夫しました。

多くの方にご来場いただき、幅広い年齢の方からお褒めの言葉を数多く頂戴する事が出

来ました。（高橋江）

クリスマス会
12月22日(金)にクリスマス会を行いました。

午前は「サンタさんが日付を間違えた」をテーマ

に、ツリーの飾り付けや「赤鼻のトナカイ」の歌とダ

ンスでサンタさんを迎えました。サンタさんが登場す

ると皆さん目を輝かせながら「あわてんぼうのサンタ

クロース」を踊って盛り上がります。午後は「神経衰

弱ゲーム」をしました。サンタチームとツリーチーム

に分かれてホールに置かれている沢山の絵カードを同

じ絵の箱に集めていきます。「あ！雪だるま♪」

「リースを発見！」と両チームとも大成功！　お互い

拍手をして喜び合いました。

ゲームの後は、お待ちかねのケーキの時間です。

ケーキを口に運ぶと「美味しいね」と笑顔でいっぱい

でした。今年のプレゼントは一人ひとりに思いを込め

たメッセージカードと笑顔写真入りアルバム、手作り

クッキーです。今年一年の素敵な思い出をご家族皆さ

んで感じて頂けたら嬉しいです。(石井)



アートH S J展

新成人を祝う会

12月28日(木)に実習所内にて餅つき大会を行いました。臼と杵を用

意し、蒸した餅米を皆さんに披露すると大きな歓声が上がります。最

初は遠巻きに様子を見ていた皆さんですが、ぺったんぺったんと餅を

つき始めると、いつの間にか臼の周りに人だがりが出来ました。

「よっこいしょ！」「もう一丁！」職員が威勢のいい掛け声を掛ける

と、利用者の皆さんも自然と笑顔になります。笑い声と元気な掛け声

で出来上がったお餅は、そのまま食べても美味しそうな出来栄えで

す。午後にタピオカで食べやすいお汁粉を作り、皆さんで頂きます。

笑顔と楽しい時間にあふれた餅つきとなり、年神様を迎える良い行

事となりました。今年も皆様にとって幸多い年となりますように。

（宮道）

1月6日(土)に「新成人を祝う会」を開催しました。今年度

の新成人は風グループの竹内広太さんと谷合将規さんのお二

人です。当日はお二人のご家族にもご出席いただき、実習所

のみなさんと共に見守る中、式典が始まります。まず施設長

挨拶の後、グループ職員が新成人の紹介を行い、ご家族から

伺った心温まるエピソードなどの発表です。次に記念品や花

束贈呈、記念撮影と続き、みなさんで新成人の門出を祝して

乾杯です。最初は緊張した顔を見せていた新成人のお二人

も、みなさんの温かい拍手や声援に表情を緩め、和やかな雰

囲気で式典を終えました。

竹内さん、谷合さん、ご成人おめでとうございます。これ

からも実習所のみなさんと共に、楽しい毎日を過ごしていき

ましょう。（清水数）

お餅つき大会

11月24日(金)に、山梨県の桔梗屋レストランに行きました。

蕎麦や季節の天ぷらなどの料理を食べたあと、名物の信玄餅を

使ったデザートを食べます。プリンやアイスを皆さん笑顔で味

わい、食後はお土産に信玄餅などを購入しました。その後は相

模湖公園へ行き、相模湖の景色や澄んだ空気を味わいながら、

天気の良い公園内を散歩しました。

おいしいものをたくさん食べ、気持ちの良い運動をたくさん

できた一日でした。（津川）

個別外出
～桔梗屋・相模湖公園～

エフォートエフォート



個別外出
　～つるつる温泉～

個別外出　
　～寿司とカラオケ～

12月8日(金)に日の出町のつるつる温泉に行きました。館内はソ

ファーや絨毯があり、ゆったりと落ち着いた雰囲気です。「生涯青春

の湯」という名の大浴場で体を洗い、つるつるとした滑らかな温泉に

浸かります。気持ちよさそうに笑顔を見せる方、お湯をバシャバシャ

と弾いて楽しむ方など様々です。その後ヒノキの露天風呂にも入り、

景色を眺めます。昼食は畳の大広間で釜めしや天丼などを美味しく頂

きます。2種類の温泉と美味しい食事で大満足の一日でした。(手塚)

12月15日(金)くら寿司とカラオケボックスに行きまし

た。くら寿司では皆さんマグロ・いくら・えび・サーモ

ン等沢山の種類のお寿司を前に目を輝かせ、それぞれ

ゆっくり味わいます。カラオケではマイクを持って歌っ

たり、リズムに合わせて踊ります。マラカスやタンバリ

ンを手にして大画面に流れる映像を見て盛り上がり、好

きな曲が流れると皆さん笑顔が溢れます。帰りの車内で

も歌を口ずさみながら実習所までの道のりを楽しんでい

る様子でした。(石井)

12月8日(金)八王子オリンパスホールで開催された吉本

お笑いライブに、大好きな芸人さんの写真を載せたオリ

ジナル応援うちわを持って出掛けました。「トレンディ

エンジェル」「NONSTYLE」「ゆりやんレトリィバァ」

等、絶大な人気の芸人さん７組が登場し、お客さんを巻

き込んだコントや一発芸に笑いと感動をもらいました。

終了後にはMCの芸人さんと記念写真を撮り、「また会い

ましょうね！」と笑顔で挨拶をしました。大好きな芸人

さんに会えて、忘れられない時間となりました！（菅）

個別外出
～お笑いライブ～

12月1日(金)に横浜のカップヌードルミュージアムへ行き

ました。到着後まずは腹ごしらえです。様々なトッピングが

あるチキンラーメンや世界各国の麺類から選びました。昼食

後はチキンラーメンのキャラクター『ひよこちゃん』と写真

撮影をします。そして待ちに待ったオリジナルカップヌード

ル作りです。カップに絵を描いて味や具材を選び、目をキラ

キラさせて完成までの過程を楽しみました。最後はお土産を

選び、笑顔あふれる外出でした。（吉山）

個別外出
～カップヌードルミュージアム～



グループ往来
12月、1月とたくさんの行事がありました。今回は日中

プログラムで行った、スヌーズレンや創作、レクレーショ

ンなど、各グループの活動の様子をご紹介します。

宙　～そら～

海･渚　～うみ･なぎさ～

海グループは手作り作品展に向けてレターセットを作りました。一年間、作業の時間に

レターセットの柄となるコラージュを作成してきました。特に好みのコラージュ作品を、

それぞれの作品の中から選びます。職員と会話をしながら雑誌を見て素材を選び、リラッ

クスしながら作品に貼り付けて仕上げを行いました。味わいのあるコラージュ作品がベー

スとなった、世界に一つしかないレターセットの完成が待ち遠しいです。（小川）

五感を適度に刺激する活動として「スヌーズレン」を体験しました。今回は、明るい場

面と暗くして光を使う場面をテーマにした活動です。散りばめられたアイテムを手に取っ

て遊ぶ方や好きな場所を見つけて横になる方、光に興味を持って目で追う方など、利用

者・職員の素直な感覚を活かした時間を過ごします。空間のテーマは無限大で、これから

毎回様々なテーマを試しながら利用者・職員ともに楽しめる空間を楽しみたいと思いま

す。（萬歳）

ちぎる感触も楽しいです
説明を聞いて
仕上がりを確認しました

何を選んだか
指を差して教えてくれます

いろんなアイテムに触れました トンネルの中です 光の空間です

宙　～そら～



今回の風グループは、障害者文化展に出品する作品のお披露目と共に、以前アトリ

エサークルで蛍光スプレーなどを使った作品をホールに飾り、アートリラクゼーショ

ンを行いました。ホール内を適度に暗くし、ブラックライトに照らされた色とりどり

に輝く作品を眺めながら、リラックスした表情を浮かべている方、「きれい！！」と

作品のそばで眺める方など、皆さん普段と少し違った雰囲気のリラクゼーションを楽

しまれていました。（金子）

出品作品「箱の中の小宇宙」で
す

年明け、元気な顔が揃った星グループ。まずは、お正月に食べた物や行った所な

どを話題に盛り上がりました。お雑煮、初詣、テレビ番組など、皆さんお正月を楽

しんだようです。

そして、お正月といえば“かるた！”ということで、皆で『生き物かるた』で遊

びです。「へっぴりごしの　へんなへび」　「くじらが　くしゃみを　くりかえ

す」…皆さん絵札を見回します。自信満々に取る方、そ～っと手を伸ばす方など、

「これかな？」「当たり！」「惜しい！」と賑やかな声が響きます。

最後に、取った枚数を確認してそれぞれの頑張りを称え合い、「またやりたい

ね」と笑顔いっぱいでした。（浅井）

さあ、絵札をならべますよ！ こんな感じです

風　～かぜ～

星　～ほし～

これで合ってるかしら

様々な輝きを楽しんで笑顔です

・ ・ ・ ・ ・・



実習所月予定

2月

”今年一番の冷え込み”を毎日更新するような、一年で一番寒い

季節となりました。インフルエンザが猛威を振るっていますが、利用

者、保護者の皆様には健康で元気に過ごして頂きたいと思います。

事業概要報告 報告対象月　平成29年11・12月分より報告

日 　曜 午前 午後

　１ 木 災害伝言ダイヤル

  ３ 土 土曜開所 土曜開所

　８ 木 保護者会　１０：３０～

１３ 火 内科検診（宙・風）出構医師

　１７　 土 土曜開所 土曜開所

２７ 火 音楽会 音楽会

２８ 水 精神科相談　鶴田医師

編集後記

新年を迎え、新たな目標を立ててから一ヶ月が経ちました。同時に本格的な冬も迎え、

いつ雪が降るのかと天気予報とにらめっこの毎日です。寒さが苦手な私ですが、1月になる

と日の入りが少し遅くなり、あと少しで梅の開花が見られるなど、冬だからこその喜びを感じ

てます。実習所では30年度を迎える準備で、気忙しい日々となりますが、短い冬の楽しみ

を、見過ごさない様にしていきたいと思います。（O）

利用者数情報
利用者現員数                         　51名（定員40名）
障害者支援区分 区分4-2名 区分5-9名 区分6-40名
実利用者延べ数　　　　　　　　　　　　　959名
11月期利用率                   104.2パーセント
リスクマネジメント情報
事故件数累計                         　 0件
軽微事故件数累計                     　 5件
ﾋﾔﾘﾊｯﾄ件数累計                       　 4件
苦情情報
苦情受付累計　　　　　　　　　　　　　　0件
要望受付累計　　　　　　　　　　　　　　0件

11月

利用者数情報
利用者現員数                         　51名（定員40名）
障害者支援区分 区分4-2名 区分5-9名 区分6-40名
実利用者延べ数　　　　　　　　　　　　　995名
12月期利用率                   118.5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                     　 7件
ﾋﾔﾘﾊｯﾄ件数累計                       　 2件
苦情情報
苦情受付累計　　　　　　　　　　　　　　0件
要望受付累計　　　　　　　　　　　　　　0件

12月
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