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サービス管理者のつぶやき

9年ぶりに実習所へ戻り、さっそくグループの会議に参加してみる。かつて支援

に関わった利用者皆さんの様子を聞くにつけ「うん、そうそう、そうだった」と

懐かしく思う反面「課題の解決は、容易ならざる…」ことに改めてこの仕事の難

しさとやりがいを感じたりもする。どのような支援が有効なのか、どうすれば解

決の糸口が見つかるのか。今年度の事業計画書には「PECS（絵カード提示システ

ム）と応用行動分析の利用を継続する」とある。昨日よりも今日、今日よりも明

日、月並みではあるが、利用者皆さんの混乱が少しでも軽減され、「一日楽し

かった」と言っていただける実践を愚直に積み上げたいと思う。（O）

平成30年度　入所式



平成30年度　事業計画

八王子生活実習所　施設長　岡部智彦

今年も見事な桜が目を楽しませてくれましたが、皆さんの今年のお

花見事情はいかがだったでしょうか。私は残念ながら機会を逸し、

もっぱら通勤途中で観覧するのみでした。日本の桜は海外でも人気を

博し、お花見ツアーもあるそうですが、日本の桜が世界平和の一助と

なってもらえれば、と思います。

各事業所で作成される「事業計画書」「支援計画書」はその年度の

我々の業務の柱となるものです。今年度八王子生活実習所では、法人

第4期中期計画の積み残しとして市内椚田町に（仮称）椚田ハウスを開

設することと安定的な運営を行うことを一つの柱としています。この

事業は、卒業後の進路先確保の1つとして「障害者支援をベースに置き

つつ、脆弱化していく地域の障害者の家庭全体を支援する社会貢献プ

ログラムや給食業務委託を就労支援事業として活用するなど地域にお

ける障害者雇用も含めて開拓していく（事業計画書抜粋）」というも

のです。そのために「建築の進捗を確認しつつ、事業計画の策定、利

用者の選定、職員採用を計画的に進めていく（同計画）」とありま

す。また、医療的な配慮を必要とする方や重度重複障害者と言われて

いる方々の日中の活動の場をさらに拡充していくためにも、新たな事

業所は重要な役割を担うものと考えています。現在までのところ、生

活介護事業20人、グループホーム4人、短期入所事業2人の施設規模で

受け入れを検討中です。31年度の開所に向けて一つひとつ準備を進

め、地域の福祉ニーズに応えていきたいと考えています。

このほか、基本課題については「地区法人事業所との連携強化」、

「居宅介護や移動支援の充実」、「地域の日中活動事業所との連携」

をはかっていきます。重点課題については「理念の組織浸透と組織活

性化対策としてのクレドカードの活用とFISH哲学の拡充」「新規事業

との一体経営に伴う組織体制の見直し」「職員ストレスマネジメント

と、働き易い採用・労働環境の整備」を掲げました。

いよいよ新年度のスタートです。どうぞよろしくお願いします。



プラットホーム

実習所に新しい仲間が加わりました。4月2日に入所された奥貫祥大さん、そして

保護者の皆様に心よりお祝い申し上げます。新しい門出を共にお祝い出来たことを

とても嬉しく思います。

今回の入所式では、会場となるホールを利用者さんが作成した花や習字で書いた

名前で装飾しました。頭上にはアトリエサークルで使用した色鮮やかな紙テープが

揺れ、華やかな雰囲気でした。紅白幕でさらに歓迎ムードが増し、明るい雰囲気の

中で皆さんを迎えることが出来ました。

今回は二年ぶりの入所式でした。久しぶりに新しい仲間を迎えるということもあ

り、皆さんドキドキ、ワクワクしながら待っていました。温かい拍手に迎えられ、

主役の入場です。少し緊張した様子でしたが、足取り良く笑顔で皆さんの前に立ち

ました。

在籍している利用者さんから「おめでとう」「よろしくね」と優しい言葉とお祝

いの言葉を掛けられ、歓迎ムードに奥貫さんの緊張も徐々に和らぎます。マイクを

向けられると大きな声で挨拶をしました。ご本人はもちろん、ご家族や式に参加し

た皆さんにとっても思い出深い入所式となったことと思います。

これから実習所での生活がスタートします。たくさんの仲間や職員と楽しい日々

を過ごしていただきたいと思います。また、様々な活動の中で個性を発揮して生き

生きと毎日を過ごせるよう、職員一丸となって努めてまいります。（宮崎）

風グループ
奥貫 祥大さん



新任職員挨拶 エフォートエフォート

元々、施設の調理員として働いてお

りましたが、支援員として働きたいと

思い、八王子生活実習所でお世話にな

ることになりました。利用者さんが笑

顔でいられる様な支援員になりたいと

思います。宜しくお願いします。

長岡優一（宙グループ）

今年から入りました新人の宇都宮で

す。利用者さんから安心して認められ

るような職員を目指して試行錯誤を繰

り返していきたいと思います。まずは

対等に向き合ってもらえるよう等身大

で接していきたいと思います。

宇都宮克郎（海グループ）

相模原市で5年半程、支援員として

携わり、ご縁があって八王子生活実習

所に入職させて頂きました。利用者の

皆さんがそれぞれの表現の仕方で活き

活きと過ごすことができる様、職員の

チームワークをもって支援したいと思

います。

小一原弘行（風グループ）

今年から八王子生活実習所で働かせ

て頂くことになりました。以前は高齢

者デイサービスで働き、人との関わり

の楽しさを学びました。経験を活かし

安心安全に過ごして頂くと共に、皆様

の笑顔の糧になれるよう努めてまいり

ますので、よろしくお願い致します。

溝口愛（海グループ）

武蔵野会後援会について

社会福祉法人武蔵野会が運営する各事業所の利用者の皆さんのために、

よりよい環境や施設の円滑な運営などを物心両面から支える組織として武

蔵野会後援会があります。

使用済み切手やベルマーク、書き損じ葉書の収集や後援会費でのご協力

等様々な形でご参加戴けます。お申し込みお問い合わせは下記後援会事務

局もしくはお近くの武蔵野会各事業所までお願いいたします。

武蔵野会後援会事務局    〒１９３－０９３１

東京都八王子市台町１－１９－３

電話　０４２－６２６－９７７２



平成29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。

今回は特定非営利活動法人NPO人材開発機構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。

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」について評価していただきました。また、全体の評価

では「特に良いと思う点」「さらなる改善が望まれる点」について、以下の評価

講評をいただきました。

◆特に良いと思う点

①利用者の持つ強みを活かし、徹底した自己選択・自己決定を尊重した、職

　員の「深い共感性」を持った支援を実践している

②利用者・職員の安全を確保するために大規模災害時の事業継続計画だけで

　なく弾道ミサイル飛来を想定し非常事態に備えている

③グループ毎の家族懇談会は、職員とのきめ細かい情報交換と利用者の活動

　をより深く理解してもらえる機会となっている

◆さらなる改善が望まれる点

①利用者にとって楽しみとなる食事の提供や言語聴覚士（ST）・看護師など

　専門職との連携による栄養・嚥下指導に期待される

②記録業務など間接業務の負担軽減について非常勤を含め職員全体で調整す

　るなど業務の改善への取り組みに期待される

③安全委員会による事故報告・ヒヤリハットのデーター化や分析が行われて

　いるものの、送迎車によるヒヤリハットが多く、対策に期待される

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

天気予報では、春を通り越して”夏日”の言葉も度々聞

こえてきます。寒暖差に気をつけながら、元気に過ごした

いと思います。今回は散策やお花見の様子、新しい作業

に取り組む様子をお伝えします。

宙　～そら～

海･渚　～うみ･なぎさ～

海グループは4月から紙すきを始めました。まずは牛乳パックをハサミで短冊状に

切り、数日間バケツで水に浸します。ふやけたら牛乳パック表面のフィルムを剥がし

て紙部分のみにし、手で細かくちぎります。ふやけた牛乳パックからフィルムを剥が

す作業では、薄いフィルムだけを摘ままなければならないので慎重さが必要になりま

す。皆さん集中力と丁寧さを発揮して、日々着々と作業が進んでいます。（宇都宮）

すっかり暖かくなったこの頃、宙グループでは富士森公園へ散策に出掛けました。

園内では桜が咲き乱れ、私たちを迎えてくれました。桜の花の下には様々な屋台が出

店し、多くの子供たちや家族連れでにぎわっていました。屋台では色とりどりの食べ

物や玩具にあふれ、利用者の皆さんもキラキラと目を輝かせているようでした。『あ

れは何だろう』と触れてみたり、鉄板から流れてくる香りを楽しんだり…桜並木の

下、五感で春の到来を楽しんだ散策となりました。（宮道）

フィルムを慎重に
はがしていきます

細かくちぎるので、
指先の感覚が大切です

タオルの上でフィルムはがします

春の到来、公園もにぎやかです 自然と笑顔がこぼれます お祭りは楽しいですね

宙　～そら～



試合を観戦中です

春の陽気に誘われて、富士森公園の藤棚まで散策しました。藤棚の下には野球場

があり、ちょうど高校野球の春季大会が行われていた為、見物のお客様が大勢いま

した。利用者の皆さんも観戦する人に交じってしばらく試合を観戦します。賑やか

なブラスバンドの演奏に合わせて歌う方もいれば、じっくりと興味深そうに試合に

見入る方もいました。その後は春の景色を楽しみながら、のんびり実習所まで戻り

ました。（清水数）

お天気も良く、
お花見日和です

風　～かぜ～

星　～ほし～

みなさん素敵な笑顔です

リラクの時間に実習所のテラスでお花見をしました。はじめに食堂で紙芝居や本

を読み、その後皆で外へ出ました。暖かい日差しの中「満開で見頃ですね」とお話

をしながら、音楽を聴いたり、本の続きを見たりと思い思いに過ごします。カメラ

を向けると、実習所自慢の桜を背景に素敵な笑顔で応える皆さんでした。今年度も

季節を感じながら、一緒に楽しみたいと思います。（板谷）

ポーズが決まっています

はじめに本を読みました 実習所自慢の桜です



実習所月予定

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　　　　　　　　　　　　  1,059名

3月期利用率                   115.1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                     　 12件

ﾋﾔﾘﾊｯﾄ件数累計                       　 4件

苦情情報

苦情受付累計　　　　　　　　　　　　　　1件

要望受付累計　　　　　　　　　　　　　　0件

5月

新年度となり、様々な出会いや変化のある時期かと思いま

す。浮足立つ時期だからこそ、地に足を付けて日々を過ご

し、来たる5月病との戦いに備えたいと思います。

事業概要報告 報告対象月　平成30年3月分より報告

3月

日 曜 午前 午後

　１ 火 災害伝言ダイヤル

  ８ 火           内科検診（海・星）出構医師

１０ 木
保護者会　10:30～

宿泊旅行②（～１１日）
宿泊旅行②

１２ 土 土曜開所日① 土曜開所日①

１６ 水 　　　 はあとてらす　鶴田医師

１７ 木 宿泊旅行③（～１８日） 宿泊旅行③

２４ 木 宿泊旅行④（～２５日） 宿泊旅行④

２６ 土 土曜開所日② 土曜開所日②

編集後記

平成30年度初号の発行です。八王子生活実習所は新たな仲間を迎えてのスタートを

切りました。皆様にとって4月はどのような一か月だったでしょうか。

『春眠暁を覚えず』と言いますが、春は気温の変化に体が対応しようとしてバランスが

取りづらくなり、眠たくなることがあるようです。ゴールデンウィークもありますが、規則正し

い生活リズムを作り、日光を浴びて気持ちの良い日々を送りたいものですね。（B）



平成３０年度 
職員紹介 

＜管理＞ 

相澤　　  藤田　　 岡部　　  林　　 山岸　  草野 
(主任)　(看護師) （施設長） (係長)　(主任)　(事務) 

＊職員名は左から順になっています。 

＜ドライバー＞ 

＜厨房（津山商店）＞ 

熊澤　矢口　成田

竹内　谷内

今年度もよろしくお願い致します。 



＜グループ職員紹介＞ 
＜宙グループ＞ 

＜風グループ＞ 

＜海・渚グループ＞ 

＜星グループ＞ 

【上段】宇都宮　門馬　北　高橋(歩)　小川 
【下段】高橋(美奈子)　中永　吉村　菅　溝口

【上段】清水(数之)　黒光　津川　小一原 
【下段】進藤　宮崎　高橋(美江)

【上段】長岡　手塚　宮道 
【下段】平井　金野　石井　清水(佳代子) 

【上段】水野　寺尾　内田　峯尾　浅井
【下段】萬歳　板谷　福田
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