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生活介護事業所における看護師の必要性と 

配置における課題と展望 

 

 

社会福祉法人クローバー 理事長 髙橋良壽 

 

 

要旨 

社会福祉法人クローバー（以下、クローバー）は、特定非営利活動法人  重度身体障

害者と共に歩む会（以下、歩む会）と定期的な看護師の派遣および、必要時に相談で

きることを主とした業務契約を結び１年半が経過した。それ以前は看護師の配置に苦

慮した。本報告では、生活介護事業所において看護師の設置が困難である現状とその

必要性について報告し、今後の理想的なあり方について提案をする。  

 

１．はじめに 

1.1.背景 

2006 年、障害者自立支援法（現、障害者総合支援法）において生活介護事業所に一

人以上の看護師の配置が義務付けられた。ただし、勤務内容および勤務形態について

は問われていない。しかし、配置ができなければ報酬単価が減算されてしまう。 

生活介護事業所においては旧法における地域作業所から移行した事業所も多い。そ

の事業所においては利用者が 20 人以下であり、看護師の配置に苦慮した。その理由は

主に看護師の賃金と事業所が求める業務内容が釣り合わないことである。 

生活介護事業所は利用者の障害が幅広い。よって、常に医療的なケアが必要とされ

る利用者もいれば、看護師を必要とするのは緊急時のみという利用者も少なくない。

また、この様々な障害のある方が混在しているのも生活介護事業所の特徴である。 

1.2.クローバーの状況 

クローバーではこの制度改正に伴い、月に１度、事業所を訪問して利用者の健康チ

ェックをしてくれる看護師を非正規職員として募集した。しかし条件が合わず困難で

あった。また雇用できても安定せず事業開始当初は何度も看護師が交代する状態であ

った。そのため、利用者や事業所職員とコミュニケーションがとれるようになったこ

ろに交替するといったことが何度かあった。 

その後、戸塚区グループホーム連絡会で歩む会と連携をとることになり、それをき

っかけとして、2017 年 04 月、定期的な看護師の派遣および、必要時に相談できること

を主とした業務契約を結んだ。 

 

 



181212_理事会_2018 年度_前期_事業報告 

 

4 

 

 1.3.ニーズの変化 

看護師の配置が義務付けられてから 10 年以上が経過した。この 10 年で生活介護事

業所の利用者にも大きな変化が生じている。その一番の変化は老化である。「生活介護

に係る報酬・基準について ≪論点等≫（2017）」においては、利用者の重度化・高齢

化が進み、医療的ケアが必要な利用者が増えていることから医療的ケアが提供できる

看護職員の必要性が増している、と指摘している。 

クローバーの利用者の中には地域作業所のころから利用されている方も多く、50 代、

60 代の方が利用されている。それに伴い、日常的な健康管理、通院対応等の支援が増

加した。植田（2016）は、知的障害者の加齢変化の特徴として、高齢知的障害者の割

合が一般人口に比して低く死亡年齢が低く一般の高齢化とは別に特別な支援方法や配

慮が必要としている。この課題を解決するためには看護師と密な連携が必要である。

しかしクローバーにおいてはニーズの変化に必要な連携が十分にとれていない。また、

小規模の生活介護事業所においては同様ではないだろうか。 

1.4.生活介護事業所の規模 

障害者自立支援法の施行にともない、障害福祉サービスを提供する事業所の形態も

変化した。従来は、利用者が 10 人から 20 人前後の地域作業所（小規模作業所）と 50

人規模の更生施設（通所・入所）等が存在した。それが現在は同等の生活介護事業所

として位置づけられている。またそれによって設備や人員配置についても格差が生じ

た。 

「生活介護に係る報酬・基準について ≪論点等≫（2017）」においては、生活介護

事業所における職員数のうち看護職員の常勤換算職員数は 1.0 人以上 1.5 人未満が全

体の 35.8%（n=1384）をしめ最も多いと報告している。ただしこの数値の内、通所型の

生活介護事業所だけをみると、0.5 人未満が 44.5%（n=701）で、1.0 人以上 1.5 人未満

が 27.5%（n=701）となっている。以上のことから小規模の事業所においては看護師が

十分に配置できていないことがわかる。 

1.5.看護師が十分に配置できない背景 

小規模の生活介護事業所は利用者の年齢の幅が広く障害の状況もさまざまである。

よって必要とするサービスも多岐にわたる。その中で医療的な支援が必要な方は極わ

ずかである。そのため、看護師を常駐させることができず、必要に応じて支援者が通

院対応等の支援に翻弄されてきた。また支援者においても看護師を頼るという習慣を

もっていない。その結果、もう少し様子をみるか、とりあえず通院しようという２極

化になり看護師の必要性にいたっていない。 

1.6.問題提起 

クローバーにおいても歩む会との契約一年目は巡回だけで終わっていた。それは支

援者が、医療や看護師との連携は必要だとしながらも、実際にどのように連携をとっ

たら良いのかわかっていないからではないだろうか。そこで本報告においては、歩む

会との連携において有効的であった事例を３件提示する。またそれは今後も継続して

起こりうる課題である。そこで現行の制度をふまえたうえで生活介護事業所における
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看護師の必要性と理想的なチーム形態を提案する。 

 

２．方法 

2.1.定期訪問 

 利用者に適切な支援をおこなうために通常の状態を把握する定期訪問は重要な役割

をもっている。クローバーにおいては原則、毎月第２水曜日にクローバー（深谷）、第

４水曜日にクローバー（Begin）といとぐるまとしている。時間は１時から３時までで

ある。日常の活動状況を知ってもらうことから、特別な場所を用意することなく、自

然な形で活動に加わり利用者の状況を確認している。回によっては外出活動に同行し

たこともあった。記録は所定の書式に記録をしている。 

 2.2.電話相談および緊急時の対応 

 ３つのケースにおいて定期訪問とは別の対応をお願いした。その内、ひとつのケー

スは障害特性から一般の医療機関に通院できないケースであった。ひとつのケースは

大型連休中のことであり、他の医療機関と連絡がとれないケースであった。またひと

つのケースは高齢化にともなうケースで日常的な対応についてであった。 

 

３．事例 

 3.1.強度行動障害の利用者の場合 

 障害特性から、日常と異なる環境や知らない人に対して極度の拒否反応をしめし粗

暴な行動に出てしまう利用者の場合、一般の医療機関にかかることが困難である。病

院に入ることができない、待合室で他の患者と同席できない。そのため通院すること

ができず症状が悪化することがある。本件も、まだ大丈夫であろう、もう少し様子を

みようといっている内に症状が進行してしまったケースである。このような状況にお

いて、定期的に訪問いただいている看護師が作業室の一角で仰々しくなく話しかける

ことで落ち着いた状態で様態を診て助言をいただいた。 

 3.2.服薬が処方箋どうりになされなかった利用者の場合 

 大型連休の最中に、処方箋どうりに服薬されていなかったことが発覚した。処方先

の医療機関は連休の最中で閉院していて相談することができなかった。その際、歩む

会の看護師より適切なアドバイスをいただいた。また、その後、その利用者が不調に

なった際も電話にて指示をあおぎおおごとにならずに済んだ。 

 3.3.加齢に伴う退行に対する相談 

利用者の行動が著しく退行することがある。それが何か疾病によるものなのか老化

にともなう退行なのか判断がつかないことがある。またその対応について支援者は不

安をもっている。新規に医療機関にかかり検査を重ねても原因は解明できず、ただ投

薬ばかりが増えていくことがある。新規の医療機関では以前の状況をつかむことがで

きず判断に困る。その際、看護師が経過を把握していることにより適切な診断につな

げることができた。 
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４．考察 

 障害福祉サービスは慢性的に支援者が不足した状態である。その状況の中で通院の

付添いが増えることは他の利用者への支援に影響がでる。また、支援者は医療的な知

識が乏しく、利用者のちょっとした体調の変化に不安を抱えたり、またその症状が障

害特性によるものか体調の変化によるものなのかの判断がつきづらい。それが様態を

悪化させている。よって医療と効果的な連携が必要になる。ただし、小規模の事業所

においては経済的に専属の看護師を配置することができない。そこで複数の生活介護

事業所等が訪問看護を実施できる事業所と契約する仕組みを提案する。 

 生活介護事業所と看護師個人との契約においては継続性に欠け、緊急的な対応が難

しい。また、看護師が変わるたび利用者について最初から伝えなければならず、利用

者や支援者との信頼関係も作りづらい。理想は福祉と医療がチームとして利用者を支

援することである。 

 さらに、現行の制度においてはグループホームに看護師の配置は義務付けられてい

ない。しかし、グループホームこそ看護師の必要性を強く感じる。グループホームは

家族に代わって障がいのある方の生活面を全面的に支援をしている。常に健康に関す

る悩みを支援者は抱えている。支援の多い方は言葉による意思の疎通に限界があり健

康や体の状態を把握するのが難しい。一人で活動される方においては、間食を自制す

ることが難しく肥満が課題となっている。また加齢による支援内容の変化や終末期を

どのように支援するかということも指摘されてきた。 

 クローバーと歩む会の連携においては、まだまだ歩む会の好意に甘えているところ

が多い。継続的で安定した支援をするためには善意に頼ることなくシステムとして整

備していかなければならない。また、システムが整っても支援者が臨床的視点を持た

なければ連携できない。旧法においては、小規模な事業所が多面的に支援して抱えて

きたことから問題を論理的に表面化することができないのではないだろうか。またそ

の反面、固有の障害名で診断されることで、この障害は専門機関で対応するべきであ

る、もしくは医療的ケアが必要であるとして、連携ではなく依存になってしまう。支

援者が課題を整理し、それを言語化する技術を身につけなければいけない。 

 

５．まとめ 

 生活介護事業所を利用される方々においては高齢化にともない、看護師の必要件数

が増え、支援内容が多様化してきた。利用者により適切な支援をするためには効果的

な訪問看護事業所との連携が必要である。 

 

引用文献 

植田章（2016）知的障害者の加齢変化と支援課題についての検討 福祉教育開発センタ 

 ー紀要，（13），41-55 

厚生労働省障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第 12 回 資料１ 生活介護に係る 

 報酬・基準について ≪論点等≫（2017） 



報告事項 自主的な改善 

報告者 理事長 髙橋良壽 

 

報告内容 

 

以下のように自主的な改善を行ったので報告いたします。 

 

１．経営会議と事業会議の開催 

 

 以前より、会議について改善をしなければいけないと思っていた。課題

は、会議の硬直、長時間による時間のロス、参加者への負担である。また

それによって残業時間の増加も問題となっている。 

 会議は事前の準備が大切である。事前準備をして参加者が統一のテーマ

を持ち、会議に参加しなければならない。その策として議題を事前に提示

することをお願いした。また、その議題は抽象的でなく何をどこまで決め

たいのか具体的でなければいけない。そのことを職員にお願いをした。 

 また、ひとつの会議に複数のカテゴリーに分類される議題が手つかずで

挙げられることがある。結果、その会議の場で一から検討が始まる。これ

も効率が悪い。そこで、試験的に部長会議の他に経営会議と事業会議とい

うものを始めた。今まで、すべて部長会議で協議、決定していた案件を細

分化し、それぞれの分野で検討をしてから部長会議で確認、決裁を行うこ

ととした。 

 会議については、職員誰しもが負担だと感じているという。しかし、そ

れに対する改善はされてきていない。経営会議と事業会議を設けたことに

よる直接的な成果はまだあがっていない。しかし、会議のやり方について

は引続き、職員一人一人が意識して改革していかなければいけない事案で

ある。 

  

２．日中活動における新規利用者の受入れ方法の統一および短期利用を定

義づける 

 

 日中活動において年度途中から利用を希望される方が増えてきた。また、

利用方法も一週間の内の数日であったり、一時的な利用であったりするこ

とも増えてきた。それに伴い、事業所間で希望があがってから受入れまで

の手続きに違いがあったことがわかり、フローチャートを作り統一をした。 

また、今まで位置づけがあいまいであった一時的に利用される方について

は短期利用と定義づけ、別途、契約書を作成した。 

 

 

社会福祉法人クローバー 
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報告事項 支援のふりかえり 

報告者 相談支援部長 川端亜希子 

報告内容  利用者の支援において、行動が予定通り、スムーズに行動できない自閉的

な障がいを持つメンバーに対する支援方法について職員間で意思統一ができ

ていない場面があった。そこで支援方法を統一するために研修と会議をおこ

なった事例について報告をする。 

 

【方法】 

 エピソード分析のふりかえりシートを使用し、ある特定の場面を思い出し、

どのような状況のときに、支援者がどのようなかかわりをして、その後どう

なったかを詳細に記録した。また、そのかかわりをしたときの支援者の感情

に注目をした。さらにそのときの利用者の感情と目的を推測をしてその支援

が有効だったかどうかふりかえった。 

 

【結果】 

 利用者の行動がスムーズでない場面における支援者の対応は、頻繁に声を

かける、体をゆすって行動をうながす、そのときにこだわっている物から離

すなどといった対応であった。例えば飲食に関する対応時における支援者の

感情は次のようなものが聞かれた。 

 ・不安…このまま動いてくれなかったらどうしよう 

     食事をして薬を飲まなければいけない 

 ・心配…水分を摂らない、熱中症が心配 

     食事を拒否、どこか体調が悪いのかもしれない 

 ・焦り…自分の支援がまちがっているのかもしれない 

 最終的には、なんとか夕飯を食べさせよう、薬を飲まさなければいけない

という管理的な対応になっていた。 

 次に利用者の気持ちに気づくため、自分がそのような対応をされたらどう

だろうかというワークをおこなった。その結果、とても迷惑、うるさい、ほ

っといてくれと叫びたいなどの感想があがった。つまり、利用者はとても辛

い思いをしていたということである。 

 

【反省と改善】 

 支援者同士の情報共有の中から以下のような対応策が提案された。 

 ・同様の場面におけるご家族の対応を聞く 

 ・他の用事で声をかけてみる 

   例）○○を片付けませんか，●●を持って行っていただけますか 

 ・なにかに間に合いそうもないときは無理せず他の支援者に頼む 

 今回の支援者の対応の背景には、支援者の決めたルールと、いつもと同じ 
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 ような流れで支援をしなければいけないという支援者の強い信念が優先され

ていたことがわかる。しかし、そのルールはあくまでも支援者がこうしたら

良いだろうという支援者個人の価値観である。また、いつもと同じような流

れというのも支援者にとってのいつもであった。よってこのワークの中で支

援者は初めて利用者の気持ちに気がついた。 

 また、この場面において、利用者は嫌だという抵抗を仕草で示していた。

それはしたくないというアピールであり、しっかりとした意思表示である。

しかし、支援者は支援者の概念を優先し、利用者の意思をくみとることがで

きなかったことは大きな反省点である。 

 

【わかったこと】 

 今回のやり取りの中から、権利擁護に対する理解が不十分であったことが

わかる。命令口調や強い言葉を使わない、もしくはチカラで対応をしなけれ

ば人権侵害にあたらないということではない。上記事例のように、何度も何

度も声かけをしたり行動を促す、切り離すという対応も人権侵害にあたる。 

 支援計画において、ご本人のペースでという一文を目にする。しかし、支

援者側はそこを正しく理解できていなかった。利用者のペースとは決められ

た流れということではない。それは、ご本人が自分の生活を自分で決めるこ

とができる権利を持っているということである。今回の反省の中からそこを

再認識しなければいけない。本ケースにかぎらず、いつもと同じような状況

が好ましいという言葉を良く使うことがある。そのいつもが支援者にとって

のいつもにならないように注意しなければいけない。 

 

【まとめ】 

 今回の研修から次のようなことを学んだ。 

１．拒否という意思表示を正しく受け止める。拒否は問題行動ではない。正

しい意思表示である。 

２．支援者の価値観にとらわれすぎない。支援者がマイナスの感情を持って

いるときは相手もマイナスの感情を持っていて、辛い状態にあるという

ことを意識する。 

３．支援者同士、成功体験を共有しあう。 

４．法人の「支援のふりかえり」をきちんとおこなう。何度も何度も声かけ

をしたり行動を促す、切り離すという対応は法人の「支援のふりかえり

（私には能力がある・人々は仲間だ）」にあてはめると、どちらも不適切

な対応になる。執拗に声をかけられるということは自分の能力を否定さ

れていることになる。そして今こだわっていることから切り離されると

相手のことを仲間だと思うことはできない。このことからも法人の支援

のふりかえりの有効性を認識し日々の支援に役立てるようにする。 

社会福祉法人クローバー 
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報告事項 サービス向上委員 意見傾聴 報告 

報告者 相談支援部長 川端 亜希子 

報告内容 ■ 日中事業所 

 日程：2018 年 7 月 9 日(月)  

時間：10 時～14 時 30 分 

（午前中に外出プログラムがあり、ご利用者の半分くらいの方が外 

出してしまうため、30 分延長） 

 場所：生活介護事業所クローバー (Begin) 

    地域活動支援センター いとぐるま 

 対応：サービス向上委員 木内 菜穂子氏 

（社会福祉法人 和みの会 特別養護老人ホーム 和みの園 施設長） 

 スケジュール： 

10 時 プログラムの見学，その中で意見聴取。 

     12 時 ご利用者のみな様と一緒に昼食しながら意見傾聴 

 13 時 掃除や休憩を一緒に過ごしながら、意見傾聴 

 サービス向上委員 木内氏より： 

   ・クローバー（深谷）とはまた違う時間が流れていて、居心地がと

ても良かった。 

・ご利用者様の表情がとても豊かで印象的。 

・設えがとても素敵だった。（掲示の仕方を真似したいくらい） 

・職員のご利用者さまに対する声かけが素晴らしく丁寧。 

・「大切なお客様」という名札がとても嬉しかった。 

《少し違和感を感じたところ》 

・作業の時間に窓辺に座っている方が多く、気温と紫外線が気にな 

った。レースのカーテンの利用を提案。 

・給食の女性パート 1 名の暴言が気になった。利用者様に対して「う

るさい、だまれ」と食事中に言っていたため少し驚いた。  

 改善報告：給食のパート職員の暴言に関しては、現場に報告し改善につ

いて話し合いを行った。 

     【施設での対応】 

      ・そのような場面に居合わせた時は、その場でその対応が適

切でないことを伝える。 

      ・パート職員と利用者様だけとなる座席ではなく、正規職員

が一緒に座り、そのような場面を作らないようにする。 

     【法人の対応】 

・パート職員への研修を行い、虐待や人権侵害について学ぶ

ための研修の実施や採用時の教育の見直しを図る。 
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 ■ グループホーム 

 日時：2018 年 5 月 22 日（火） 

時間：16 時 30 分～20 時 00 分 

場所：共同生活援助 みんとの家・れもんの家 

対応：サービス向上委員 田所靖子氏 

（中途障害者地域活動センター とつかわかば 施設長） 

スケジュール： 

   16 時 30 分～ ご入居者様の居室，共有スペースにて意見傾聴 

（場所は、ご本人のご希望に沿って） 

 サービス向上委員 田所氏より：（抜粋） 

   ・食事：美味しい，しっかり美味しく食べている，量が少ないがま 

あまあ。 

   ・生活：グループホームに入居して生活が安定した，ホームでの生 

活は楽しく、満足している，ここが好き，洗濯やゴミだし、 

掃除で忙しい， 

   ・困りごと：困っていることはない， 

   ・楽しみ：休日の外出が一番楽しい，工賃を貰ったら、ひとりで中 

華街などに遊びに行くこと，スカパーで海外ドラマやア 

ニメを見ること，映画鑑賞（名探偵コナン），お母様と 

実家の近くの中華料理屋でラーメン、餃子、チャーハン 

を食べること， 

   ・嬉しいこと：みんなと仲良くすること，みんなと「いただきます」 

   をすること， 
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報告事項 その他事業報告 

報告者 事業部長・管理者 鎌田功 

報告内容  始業式・入社式 

4 月 4 日（水）に戸塚区総合庁舎多目的スペースにおいて、2018 年度の

始業式・入社式を実施しました。今年度は生活介護事業所クローバーに

新たに 1 名が利用を開始されましたが、昨年も地域活動支援センターい

とぐるまに 10 月から 1 名、生活介護事業所クローバーに 12 月から 1 名

の方たちが利用されていましたので、その方たちを含めた 3 名の利用者

さんの新たな門出を祝福しました。 

当日来賓として、戸塚区生活支援センター所長 橋本様，とつかわかば

所長 田所様に来ていただきました。 

 

 法人健康診断 

6 月 4 日（月）に清水橋クリニックにおいて前期の健康診断を実施しま 

した。この健診には利用者の皆さんのほか、年 2 回の健診が義務付けら 

れている深夜勤務をともなうグループホーム職員と協会けんぽの生活 

習慣病予防健診の対象外の職員が受診しました。後期にも 2 度目の健診 

を実施する予定です。 

 

 送迎 

現在クローバー深谷から各ＧＨの便（戸塚区矢部町、泉区下飯田町）と

クローバー深谷から舞岡方面の便の合計 2 便を運行しており、ＧＨの便

を株式会社セーフティに業務委託して、職員は添乗業務を行い、舞岡方

面の便を職員が行っています。 

舞岡方面の送迎車の座席に空席があることから、戸塚駅東口バスロータ

リーを新たな待ち合わせ場所として、現在送迎をしている利用者さんも

含め、クローバー深谷に在籍している利用者の皆さま全員に利用に関す

る意向調査を実施して、希望者を募りました。 

意向調査は 10 月 1 日から行い、お一人から送迎の利用希望があったた

め、10 月 15 日から戸塚駅東口ロータリーのポイント送迎を開始しまし

た。 
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報告事項 自立支援協議会  

報告者 事業副部長 春田恵吏加 

報告内容 【担当者会】 担当：春田，泉 

戸塚地域の障害福祉の関係者が、分科会や連絡会ごとに課題や情報を協議

し、連携をしています。6 月 21 日には、知的・精神障害者が類型的に巻き

込まれやすい法律問題について弁護士からの講義がありました。 

金銭問題など実際の事例を挙げて、注意点や対応策などお話していただき

ました。利用者に金銭トラブルなどが起きないために、また実際に金銭ト

ラブルに巻き込まれてしまった際の対応など、情報を知っておく事が大切

だと感じました。 

 

【地域啓発】 担当：髙垣 

障がいのある方や、支える団体のことなどを市民に知っていただくことを

目的として活動しています。イオンスタイル東戸塚店３階の商品陳列棚の

上に、作品の複写を常設展示しています。定期的に入れ替えを行なってお

り、同店フードコートに分科会に参加している事業所が持ち回りで季節に

まつわる絵（模造紙 1 枚）の展示をしています。クローバーは 7～9 月を担

当、第 2 しもごうと合同で作成、展示をしました。 

福祉施設が地域の中で活動するには、地域の方々の理解・協力が必要で、 

その理解・協力の輪を広げられるような活動だと思います。 

絵の展示等を通して「福祉施設ではこういう活動をしているんだ」「福祉

施設って面白そう」など、まずは興味を持って貰うことから始め、少しず

つでも偏見をなくしていくことが重要だと分科会に参加して感じました。 

興味を持ってくれた人がボランティアさんやパートさんとして障がいのあ

る方々と関わりを持ってくだされば嬉しいと思います。 

 

【リスクを考える分科会】 担当：川村 

日々の中に潜むリスクについて共有し議論し改善点を見つけ、周知し生か

せるようにすることを目的に活動しています。 

活動の振り返りとこれからの展望について話し合い、障害者支援にまつわ

るリスクや業務上での休憩時間確保について、また出前講座を担当者会や

区社協障がい分科会シンポジウムで発表するための準備、新しい上演依頼

の対応などを行いました。 

毎回参加させて頂く中で様々なリスクについて考える機会が多く、勉強に

なっています。また、議論以外でも他事業所の方々とお話しをすることで

勉強になる点が多く得るものも多くあり、非常に有意義な時間を過ごさせ

ていただいています。しかし、目的である周知し生かすという点では十分

とは言えない部分もあり、改善が必要と感じます。 

 

【地域を作る分科会】 担当：松下 

自分たちの地域で埋もれてしまっているニーズの発掘をするために活動し 

ています。 

相談会(戸塚区の拠点として、新たに戸塚駅西口に「フラットステーション 

とつか」、深谷町に「フラットステーション ドリーム」)を設けて相談会

を実施したり、ケアプラザ学習会を実施しつつ情報交換をおこなったりし

ました。今後は、ケアプラザ職員向け学習会にて自分たちの活動について 
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の説明や、ミニ講座や相談会の開催を予定しています。 

今年度から、地域ケアプラザ以外の戸塚区の拠点として、新たに戸塚駅西

口に「フラットステーション とつか」を設けて、第 4 水曜日に相談会を

開催しつつ、職員向け学習会を実施していった事は、地域作りをしていく

上で重要だと感じました。また、相談会の内容について、各々案を持ち寄

りながら議論する機会を与えられた事で、協議会に主体的に関わる事が出

来ていると実感しました。 

 

【ＧＨ連絡会】 担当：川端 

入居者の高齢化が課題となっている。また、ＧＨは終の棲家なのかという

ことも考える必要が出てきた。その中で、入居者には健康的な生活をして

いただくために、まず現状を具体的に出し合った。その後、実際のケース

事例ならびにそのケース担当者の提案により嚥下に対する支援について研

修を行うこととなり準備をすすめている。その研修は来年２月を予定して

おり、区内ＧＨ中心に参加を募ったのち、区内全域事業所に周知する。 

なお、講師は以下のとおりである。 

 講師／鶴見大学歯学部付属病院 管武雄 氏 

 開催日／2019 年 02 月 02 日（土） 場所／活動ホームひかり 

 

【情報交換会】 担当：海老原 

・高等部 3 年生の進路状況や 2 年生の進路希望等の確認 

・新年度実習状況、現時点での空き情報、受入見込等の確認 

・各事業所からの情報共有や連絡事項の確認 

上記を目的に活動しています。 

特別支援学校・養護学校の進路担当先生方と進路についての情報交換の場

を設けたり、就労事業所、生活介護事業所に分かれての意見交換を行いま

した。就労事業所と生活介護事業所では課題が異なるケースが多いことか

ら、生活介護事業所のみでの意見交換の場を設けて、併用利用、送迎サー

ビス、重度知的・重心者受け入れについて話をしました。就労委員会、生

活介護委員会の実施報告も行っています。 

就労系の事業所が増え、併用利用という新たなニーズが生まれています。

元々放課後デイサービズなど複数の事業所を利用することに慣れている卒

業生や保護者も多く、各事業所同士の連携や情報共有が必然となりつつあ

ります。戸塚区内の人口も増えているので、ニーズにサービスが追いつい

ていない側面もあり、各事業所で抱えている課題をお互いに情報共有する

ことができる点は良いと思います。 

 

【泉区自立支援協議会 GH 部会】 担当：北條 

7/19(木)10:30～12:30 松風学園ゲストルーム 

・研修内容：「服薬管理について」 

事業所間で服薬管理方法の情報共有を行いました。 

誤薬ポイントとして・・・ 

①間違える②忘れる③落とす④服薬したか分からない 

⇒上記の 4 点が挙げられ、それぞれの対処法として以下の意見が出ました。 

①一包化・壁掛けカレンダーに設置 

②小分けの BOX に入れることで、提供したか一目で分かるようにする 

③目視確認を行い落薬を防ぐ 

④服薬中の目視・空袋を取っておく 

社会福祉法人クローバー 
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報告事項 運営協議会報告 

報告者 事業部長・管理者・運営協議会委員長 鎌田功 

報告内容 ■第 2 回 運営協議会 開催 

・日時 2018 年 6 月 29 日（金） 13：30～ 

・場所 生活介護事業所クローバー 2 階 

・クローバーの 2017 年度活動報告、2018 年度活動計画 

 

■内容 

・ 2017 年度事業報告より後期事業の報告と 2018 年度事業計画より事業

計画を説明しました。利用者代表の各委員からは、昨年度の旅行につ

いて印象に残ったことや、普段行っている活動（受注、創作、製パン）

について、大変なことや楽しいことを報告していただきました。 

 また、深谷小学校放課後キッズクラブ所属の委員から、「子どもたちが

クローバーのお菓子を楽しみにしている」との話があり、また、クロ

ーバー深谷の保護者代表の委員からは、「子どもたちに感謝されること

を励みにしている」との話がありました。 

・第 1 回の運営協議会でも話題に上がった「地域とのかかわり」につい

ては、防災と防犯の観点からクローバーが地域のためにできることと、

クローバーが地域の方たちに求めることの両方があるとの話になりま

したが、防災については深谷小学校地域防災拠点運営委員会委員長が

運営協議会の委員になっているので（当日欠席）、意見交換の機会を持

ち、協力関係について具体的に話を進めるべきとの話がありました。 

 次回の運営協議会でも引き続き、地域との防災等の協力関係について

話し合っていくことになりました。 
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報告事項 生活介護事業所クローバー，従たる事業所Ｂｅｇｉｎ 

報告者 クローバー【1 階グループ】リーダー鈴木優梨  

     【2 階グループ】リーダー宮川貴子  

従たる事業所 Ｂｅｇｉｎ 施設長 海老原克憲 

報告内容 1. 利用者の状況 

(1) 利用状況 

※別紙 

(2) 利用開始・退所 

①  クローバー 

【1 階グループ】  

6 月 4 日より女性 1 名利用開始 合計 9 名（男性 7 名、女性 2 名） 

【2 階グループ】 

4 月 1 日より女性 1 名利用開始 合計 13 名（男性 6 名、女性 7 名） 

②  Ｂｅｇｉｎ 

6 月 19 日より女性 1 名利用開始（週 1 日）10 月より週 2 日に変更 

合計 9 名（男性 5 名、女性 4 名） 

※生活介護全体の利用者 合計 31 名 

 

2. 活動の状況 

(1) 工賃収入につながるプログラム 

①  クローバー深谷 

【合同】メール便（書類搬送業務）、地域情報誌ぱど（ポスティング） 

釜寅（宅配用セットづくり）、銀のさら（チラシはさみ） 

クロネコＤＭ便（ポスティング） 

【製菓班】製菓製造・販売 

平均工賃 約 1,420 円／月 

夏季賞与 20,000 円（利用開始が 2018 年 4 月以前） 

      10,000 円（利用開始が 2018 年 4 月以降） 

【受注班】受注作業全般 

平均工賃 約 1,958 円／月 

夏季賞与 20,000 円 

【創作班】天然石ビーズ、ガラスビーズブレスレット販売 

平均工賃 約 909 円／月 

夏季賞与 11,000 円（週 5 日勤務）、4,400 円（週 2 日勤務） 

②  Ｂｅｇｉｎ 

製パン・クッキー（店舗販売・外注）、ビーズアクセアリー 

平均工賃 約 933 円／月 

夏季賞与 3,000 円 

1,500 円（利用開始が 2018 年 6 月以降） 
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(2) 生活プログラム 

①  クローバー 

【1 階グループ】買物（製菓の材料や備品を購入）、プール、音楽鑑賞 

【2 階グループ】洗濯、買物（食材、日用品）、施設内の環境整備、 

地域清掃、プール、音楽鑑賞 

②  Ｂｅｇｉｎ 

絵画、音楽、買物、地域清掃 

 

(3) 地域との関わり 

①  クローバー 

【1 階グループ・2 階グループ】 

地域のイベントに参加・出店 

原宿ふれあいフリーマーケット、深谷小学校盆踊り 

富士見ヶ丘町内会盆踊り、和みの園夏祭り 

クロネコＤＭ便やぱど配布を行なうことで地域の方々と挨拶を交わ

す機会が多くあり、クローバーの認知度が上がっているように感じて

います。防犯面においても微力ながら貢献していると思います。 

②  Ｂｅｇｉｎ 

パンの外注販売（ＹＭＣＡ学童クラブ） 

中区寿町総合労働福祉会館図書室に絵画作品を常設展示。 

上記に関連して、ことぶき作品展（8 月）に作品出展。 

 

(4) 社会貢献的な取組 

①  クローバー 

深谷地区のＤＭ便配達を兼ねて防犯に貢献。 

災害時の地域住民受け入れ態勢と備蓄品配布の準備。 

②  Ｂｅｇｉｎ 

隣接する公園での美化活動（ゴミ拾い・分別作業） 

 

3. 会議、研修の状況 

(1) 職員会議 

①  クローバー 

【1 階グループ】 

個別支援計画の確認、支援の振り返り、ケースについて 

【2 階グループ】 

創作製品（ビーズ、カレンダー）への取り組みの工夫や販売方法の  

検討 

個別支援計画の確認、支援の振り返り 

②  Ｂｅｇｉｎ 

各ケース検討・個別支援計画の確認（面談報告）、支援の振り返り 
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(2) メンバー会議 

①  クローバー 

【1 階グループ】 

・ 行事内容についての希望の聞き取りや意見交換 

→旅行の行先や旅行先での食事ややりたいことの希望を確認 

【2 階グループ】 

・ 更衣室利用について考える 

→夏は暑いので小型扇風機を更衣室内に設置 

・ 旅行の実施についての意見交換 

→旅行の行事は必要か、旅行は日帰りか 1 泊旅行がいいか。 

行先はどうするかなど 

②  Ｂｅｇｉｎ 

 個別支援計画について（8 月 3 日） 

→行動制限に関する項目が入ることを説明 

 メンバー会議について（8 月 23 日） 

→利用者さんが司会（中心）となり進めていく形式に改める 

9 月 7 日より新方式にて実施（各回順番で司会進行役を選出） 

 

(3) 研修 

①  クローバー なし 

②  Ｂｅｇｉｎ 

 摂食嚥下のメカニズムと誤嚥予防 

（4 月 28 日 ウィリング横浜 参加：中村） 

 感染症対策従事者研修 

（9 月 28 日 戸塚福祉保健センター 参加：中村） 

 

4. その他 

(1) 看護師からの助言 

①  クローバー 

 巡回相談（5 月 30 日、6 月 13 日、7 月 11 日、9 月 12 日） 

 湿疹等がある利用者に対しての塗り薬の適切な塗り方を教えてい 

ただく。 

 足のむくみ解消についてのアドバイスをいただく。 

 耳の清潔保持のための掃除。 

②  Ｂｅｇｉｎ 

 巡回相談（4 月 25 日 5 月 10 日、6 月 27 日、7 月 25 日、8 月 22 日、

9 月 26 日） 

 各利用者の健康診断の結果をもとに健康状態を把握していただき、 

アドバイスをいただいた。 
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(2) 自主的な改善点 

①  クローバー 

【1 階グループ】 

・ 製菓作業の効率化のための備品購入。 

・ 工房入室のための条件を、事業所間で統一するためのマニュアルを

作成。 

・ 製菓担当利用者・職員の検便を実施。 

・ 箱組み立て作業（シンオー）の依頼がなかったため、こちらから連

絡をとり、少しでも仕事に繋げるようにした。 

 

【2 階グループ】 

・ 一日のプログラム内容の可視化（ホワイトボードの作成） 

・ 作業テーブルにひびが入っていて作業するにも小さかったため、大

きめのテーブルを新調し、より作業をしやすくした。 

・ 夏場更衣室内が暑いので、小型扇風機を設置し快適に過ごせるよう

にした。 

・ 箱組み立て作業（シンオー）の依頼がなかったため、こちらから連

絡をとり、少しでも仕事に繋げるようにした。 

 

②  Ｂｅｇｉｎ 

・ メンバー会議にて利用者より司会進行役を選出し、職員がサポート

する形に変更した。 

・ 昨年度、食堂と作業スペースのレイアウトの見直しを行ったが、利

用者の動線を確保するため、食堂のレイアウトを再度見直した。 

また、テーブル脚部に転倒防止用のカバーを設置した。 

 

(3) その他 

①  クローバー 

・ 夏場の外出プログラム時の熱中症対策 

→出発前の十分な水分補給、適切な服装かどうかの見極め、帽子の 

装着確認、体をクールダウンさせるタオル等の使用 

・ 6 月にパート職員（週 2 日程度）を 1 名採用。   

②  Ｂｅｇｉｎ 

・ 更衣室の段差解消工事の実施（4 月） 

 

5. まとめ 

①  クローバー 

【1 階グループ】 

昨年に引き続き、原宿ふれあいフリーマーケットや富士見ヶ丘町内盆

踊りといった地域のイベントに参加・出店することができました。 

イベントに向けての製菓作業は、メンバーの皆様も特に気合いが入る

ようで熱心に取り組まれており、目的や目標を持つことが作業へのモ
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チベーションや技術の向上につながっていると実感しました。 

【2 階グループ】 

受注班は、箱組み立て作業(シンオー)がなかった為に作業時間に余裕

が生まれてしまう場面がありました。年間を通してバランスよく作業

ができるよう工夫します。 

創作班はビーズブレスレットやキーホルダーづくりの時にビーズの

組み合わせを楽しめる余裕も出てきており、作ることの楽しさを改め

て知ることができました。また、カレンダーの材料となる絵や数字は、

去年よりも時間的に余裕をもって取り組むことができ、とても素敵な

材料がそろいました。 

②  Ｂｅｇｉｎ 

6 月から女性利用者が 1 名増え、より華やかになりました。他事業所

（就労継続 B 型）との併用利用のため、週 1 日からのスタートですが、

次第に雰囲気に慣れてきて、職員との会話を楽しんでいる様子です。

Ｂｅｇｉｎのことを好きになっていただいているようで、今後は日数

を増やすことを検討していきます。 

活動ではパンやクッキーの販売は安定しており、ビーズもファッショ

ンリングが地域のバザーでは好評を得ています。 

社会福祉法人クローバー 
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報告事項 地域活動支援センター いとぐるま 

報告者 施設長 泉 和真 

報告内容 1. 利用者の状況  

4 月 1 日 男性利用者１名利用開始 ＊生活介護から所属変更 

合計 13 名（男性 8 名、女性 5 名） 

 

2. 活動の状況 

(1) 工賃収入につながるプログラム 

機織り、受注作業（岩塩封入作業、パンフレット封入作業） 

はがき作り、アイロンビーズ 

平均工賃 439 円／月、前期賞与 2,000 円（均一）9/28 支払 

(2) 生活プログラム（創作活動、買物、調理等） 

私プログラム（利用者希望プログラム）、買物、音楽活動、園芸活動、 

運動（公園のウォーキング・サッカー・ボールパス、など） 

(3) 地域との関わり 

4 月 6 日妙法寺の花まつりに参加。 

フリースペース（作品展示や接客） 

美化活動（あおぞら公園を中心に施設周辺の地域清掃） 

(4) 社会貢献的な取組 

フリースペースで、ペットボトルキャプと使用済み切手を回収し、途

上国にワクチンなどを送る、明治安田生命の事業に協力。 

 

3. 会議、研修の状況 

(1) 職員会議  

月間ケースまとめ、支援の振り返り、行事（旅行）など 

(2) メンバー会議 

・ 機織り見学感想 

→5 月 16 日に第二しもごうに機織り見学にいった後に、利用者から

感想を聞き、今後いとぐるまの機織り作業に反映した。 

・  旅行について 

→行先や内容、食事メニューなど利用者の意見を反映した。 

・  困っている事について 

→6 月ブロック会議に意見を提出した。 

 

(3) 研修 

・ 摂食嚥下の基礎を理解する 

4 月 28 日 ウイリング横浜 参加：金子 

・  日中情報交換会 

5 月 25 日 ひかり 「学校・事業所の情報共有」 参加：金子 
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・  ブロック会議 

6 月 6 日 しもごう 「地域で困っている事」 参加：泉                                                                              

・  改正障害者総合支援法概要 

6 月 6 日 障害者支援センター 参加：金子 

・  障害者が巻き込まれやすい法律問題 

6 月 21 日 担当者会 参加：泉 

・  管理運営に関するコンプライアンス等研修会 

8 月 2 日 障害者支援センター 参加：泉、金子 

・  目からウロコの防災新常識 

8 月 24 日 神奈川県民センター 神奈川県災害対策課 参加：金子 

・  アクセシビリティ―実践講座 

8 月 30 日、9 月 2 日、9 月 17 日、10 月 8 日  

ヨコハマパラエンナーレ事務局 参加：金子 

 

4. その他 

(1) 看護師からの助言 

・ 6 月 4 日 法人全体健康診断の診断結果をもとに、問題がある数値・ 

項目に関して、改善や対策を利用者に分かりやすく助言していただ 

き、職員からご家族へ伝えた。 

(2) 自主的な改善点 

・ 5 月 16 日 機織施設見学をし、機織作業への取り組みを参考にした。 

・  6 月 5 日 宿泊旅行に参加できない利用者のために、福祉バスを利 

       用した日帰り行事を実施。 

(3) その他 

・ 4 月 3 日 男性 1 名をボランティア登録。 

・  6 月 15 日 戸塚区ふれあい助成金 H30 年度は音楽療法で 5 万円助成 

      決定。 

・ 6 月 22 日 女性パート職員 1 名を採用。週 2～3 日勤務。 

・ 6 月 25 日 美化月刊大掃除実施、粗大ごみの処分。 

・ 9 月 21 日、26 日、28 日の 3 日間 利用希望者 1 名短期利用実施。 

 

5. まとめ 

4 月に利用者 1 名が生活介護からいとぐるまへ移籍しました。機織り作

業を中心に、いとぐるまの活動にも慣れ、充実して過ごす事ができま

した。9 月には、いとぐるま利用希望者の実習があり、後期からの利用

が決定いたしました。利用者数も増え、今後も増やしていくために、

パート職員を 1 名採用いたしました。福祉職経験も長く、新しい視点

でいとぐるまを支えていただいています。人が増え集まる事で、施設

に活気があふれてきましたが、同時に改善しなくてはいけない事も増

えました。今後も変化を前向きにとらえていく事で、支援の質の向上

につなげていきたいと思います。 

社会福祉法人クローバー 
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報告事項 共同生活援助ゆうきの里 

みんとの家、れもんの家、みかんの家、いちごの家 

報告者 みんとの家リーダー 荻津聡、れもんの家リーダー 松下文彦 

みかんの家リーダー 加藤学、いちごの家副リーダー 北條伶菜 

共同生活援助サービス管理責任者 髙橋良壽 

報告内容 1. 利用者の状況 

(1) 宿泊状況 

※別紙 

(2) 利用開始・退所 

各ＧＨとも利用開始者・退所者なし 

 

2. 支援の状況 

(1) 日々の支援に関すること 

①  みんとの家 

喫煙される入居者については、喫煙の際にホームの内外に関わらず、

指定の場所で喫煙するようご本人に説明をしお願いをしました。現在

ホームでは敷地内の喫煙ルーム、ホーム外では通所途中にコンビニエ

ンスストアに設置されている喫煙所を利用されています。 

②  れもんの家 

入居者との日々の会話の中で、不安な事や関心を抱いている事をお聞

きし、必要な場合、就寝前や休日の日中に話をして、不安の解消に努

め、安心して生活ができるように支援しています。 

ガイド外出については、事前に行先や買い物の予定をご本人と職員と

で話し合い偏りが生じないようお手伝いをしました。 

また、生活に不必要な物や危険な物を購入しないよう、お話をしたり、

ガイドから帰着後に一緒におこづかい帳をつけるときに確認したり

しています。 

③  いちごの家 

会話や行動の中からご本人の希望を汲み取り、日々の支援やメンバー

会議での議題、ガイド外出の行先等に反映させています。 

④  みかんの家 

旅行や夏のイベントなど行事の内容を決める時は、入居者の皆さん自

発的に意見を言ってくださるようになりました。また、意見を言うの

が苦手な入居者さんにはいくつか案を出して、その中から選んでいた

だくなど、何かを決める際は全員の意見が反映されるように工夫して

います。 
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(2) 健康管理に関すること 

①  みんとの家 

食事については、偏食気味の方にもバランスよく召し上がっていただ

けるよう、量や盛りつけを工夫したり、ご本人の好みの一品を加えた

りして、食欲の増進を図っています。以前に比べて食事量が安定して

おり、体重の減少は見られなくなりました。 

②  れもんの家 

昼食や間食の内容をレシートなどでさりげなく確認するなどして、個

別に健康についてのアドバイスとして食生活について話をしていま

す。また、インフルエンザについては、流行する前に予防接種を受け

ていただくようお伝えしました。 

③  いちごの家 

外出の際に気候に合った服装をご本人と一緒に選び、季節の変わり目

に衣替えを行い、日頃から体調管理に配慮した支援に努めています。 

また、感染予防のため、外出後は手洗い・うがいを行っていただくよ

う声掛け・促しをしています。 

④  みかんの家 

入居者の高齢化が進んでいますので、体調に何か変化があった場合

は、なるべく早急に病院に行き診てもらうよう努めています。 

また、今年の夏は猛暑でしたので、小まめに水分補給をするよう声掛

けし、熱中症対策を心掛けました。 

 

(3) 金銭管理に関すること 

①  みんとの家 

ガイド利用後の金銭については、現金計算書と現金を入居者と一緒に

必ず確認しています。その他の入出金時は帳簿に記載し現金との確認

を必ず行っています。 

②  れもんの家 

ガイド利用後の金銭については、現金計算書と現金を入居者と一緒に

必ず確認しています。その他の入出金時は帳簿に記載し現金との確認

を必ず行っています。また、給料や賞与をご自分で管理する事を希望

している入居者には、ご自分で管理できるよう様々な工夫をしてその

方にあった支援をしています。その内のお一人は、小遣い用の銀行口

座をご自分で作られました。 

③  いちごの家 

ガイド出発時に持って行く金額の確認と帰ホーム時の残金の確認を

ご本人と一緒に行うことで、お小遣いを扱うことへの慎重さを意識づ

けていただいています。最終的な残金確認については、2 名の職員に

よる段階的なダブルチェックを行っています。 
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④  みかんの家 

大切なお小遣いをお預かりしていますので、無駄遣いが無いようにガ

イド外出時には、ご本人とどこに行くか何を買うかを話し合ってい

ます。ただし、安い物ばかりを身に着けるのではなく、高くても良

い物・長く使える物を選んでいただくようにお伝えしています。 

3. 会議、研修の状況 

(1) 職員会議 

①  みんとの家 

誕生日会、夏のお楽しみ会、旅行の行先など 

②  れもんの家 

入居者の支援、旅行の行先、ホームの修繕など 

③  いちごの家 

次月の行事予定、旅行の計画、支援計画の確認、支援の振り返りなど 

④  みかんの家 

旅行の行先、支援の振り返り、夜間の支援方法など 

 

(2) メンバー会議 

①  みんとの家 

 旅行先について 

カラオケや温泉に行きたいとの希望が多くありましたので、11 月の

旅行に反映させました。 

②  れもんの家 

 旅行先について 

野球観戦をしたいとの希望をありましたので、9 月 17 日に入居者全

員で横浜スタジアムへ行き、プロ野球観戦をしてまいりました。 

また、レゴランドへ行きたいとの希望がありましたので、11 月の 1

泊 2 日の旅行に反映させました。 

③  いちごの家 

 旅行先について 

今年度のＧＨ旅行の行先に関する多数決をとり、計画に反映させまし

た。 

④  みかんの家 

 夏のイベントについて 

夕食のメニューやイベントの内容などの全てを入居者の皆さんに決

めていただきました。自分で決めた事が形になり自信が付いたような

ので、クリスマス会の内容も全て決めていただく予定です。 

 

(3) 研修 

①  みんとの家 なし 

②  れもんの家 入居者に対する支援に関する内部研修 

③  いちごの家 7 月 19 日(木)10:30～12:30 
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泉区自立支援協議会 GH 部会研修（場所：松風学園） 

研修内容：「服薬管理について」 

④  みかんの家 なし 

 

4. その他 

(1) 地域との関わり 

①  みんとの家  10 月 27 日に地域防災拠点の鳥が丘小学校で行われた 

②  れもんの家  地域の防災訓練に入居者と職員が参加しました。 

これまで地域との関わりがあまりなかったので、地域 

の皆さまに知っていただく機会となりました。 

③  いちごの家  泉区自立支援協議会に参加 

④  みかんの家   

 

(3) 自主的な改善点 

①  みんとの家 

ホーム内の美化については、台所は調理ボランティアの方のご意見を

聞きながら実施しました。 

敷地内の植木の枝が隣地にまで伸びていたため伐採しました。 

②  れもんの家 

ホーム内の美化については、台所は調理ボランティアの方のご意見を

聞きながら実施しました。 

敷地内の植木の枝が隣地にまで伸びていたため伐採しました。 

リビングのソファが古くなったため、入居者さんの使いやすさを考慮

して、一人掛け用（4 脚）に買い替えました。 

③  いちごの家 

入居者さんの 1 日分の薬をセットしている薬ポケットの横に「服薬管

理表」を設置することで、誰がいつ・何包服薬するかをセット時・提

供前に照らし合わせができるようにし、誤薬・服薬忘れ防止に努めま

した。 

④  みかんの家 

入居者の高齢化に伴い、日々支援方法が変化していますので、職員同

士で情報を共有し、安全配慮に努めています。 

 

(4) その他 

①  みんとの家  パート職員 1 名（宿泊あり）6 月に採用。 

②  れもんの家   

③  みかんの家  なし 

④  いちごの家  パート職員 1 名（宿泊あり）を 6 月に採用。 

職員が 7 月に 1 名退職。8 月に 1 名入職。 
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5. まとめ 

①  みんとの家 

入居者が中年期に入り、生活習慣病等の健康管理が重要になってきま

した。毎日検温をして体調管理を行っていますが、普段との様子の変

化にも気をつけて、気になることがあれば早めに受診するようにして

います。また、加齢に伴う身体機能の低下により、転びやすくなって

きた方もいますので、身体機能の維持と安全への配慮を職員会議等で

話し合い、ご本人の現状に合った支援を行っていきます。 

②  れもんの家 

入居者それぞれの個性を尊重し、障害の特性を踏まえた支援を行い、

入居者さんが安心して生活していけるよう努めてまいります。 

また、再来年で還暦を迎える入居者さんもいるので、高齢化を意識し

た支援と環境づくりを考えていきます。 

③  いちごの家 

日々の生活やメンバー会議の場で職員主体とならぬよう、常に入居者

の行動に目を配り、声に耳を傾けてきました。入居者が悩んだり困っ

てしまった際には、「やってあげる」ではなく当人の選択の視野を拡

げられるような支援を心掛けており、また今後も、入居者が自らの意

思や希望を主張しやすい環境づくりに努めます。 

④  みかんの家  

入居者の高齢化が目立ち、段々とできなくなっている事が増えてきま

したが、少しでも生活しやすいように、介護用品を揃えたり支援方法

を変えたりして工夫しています。今後も年齢に関わらず、いつまでも

ホームで安心して生活できるよう環境の整備を心掛けます。 

 

全体のまとめ 

 本年度前半においては、入居者の皆さまにより快適な生活を送っていた

だくことを目的として、個別に支援会議を定期ケース会議以外に開催した。

また会議ではその方のライフスタイルを確認することに重点をおいた。 

１．個別支援会議の実際 

 ４ホーム、入居者全 24 名の内、10 名について実施した。会議はその場

に入居者ご本人が出席する場合と、事前にご本人からお話をうかがったの

ち、支援者で話をする場合があった。ご家族においても同様である。支援

者はグループホーム職員以外に、日中活動事業所、ガイドヘルパー事業所、

相談支援機関職員、担当ケースワーカーであった。 

２．個別支援会議の目的 

 個別支援会議においては、ご本人のライフスタイルを確認することに重

点をおいた。ここではライフスタイルをご本人が自分の人生をどのように

おくりたいかという目標であり、具体的には入居者自身のルールで、どの

ような人たち（社会）と、どのような場所（環境）に所属したいかという

ことをしめす。 
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３．個別支援会議の進行 

 各事業所が、対象となる入居者が快適に過ごされている場面と不快そう

にしている場面を出しあいそれを抽象化し概念とした。次にその概念同士

の関係性を見つけることによって入居者が一番して欲しい支援や絶対にし

て欲しくない支援を見つけた。 

４．見えてきたこと 

 4.1.ライフスタイルに沿った支援ができない背景 

 入居者が望むライフスタイルを支援できない理由としてその背景には主

に、１）入居者の加齢に伴う生活の変化、２）障がい特性への正しい理解

と支援者のこうあるべきであるという意識の違いがあることわかった。 

 4.2.ライフスタイルと行動について 

 個別支援会議においては、一般的に問題行動とラべリングされる行動に

は焦点をあてず語りを進めた。その結果、問題行動とラべリングされる行

動の背景には、入居者のライフスタイルが脅かされた時の反発行動である

ことが多いということがわかった。 

５．まとめ 

 支援は、入居者にどうあって欲しいかという視点になりがちである。し

かし、生活の主体はご本人である。入居者がどんな生活をしたいか、その

ためには何をして欲しいか、何はして欲しくないか、そこを把握しそれを

支援計画にしなければいけない。ただし、この方法を実践しても即効性は

ない。それ以前に支援者とそれまでの関係性が文脈として影響する。よっ

て日ごろより入居者が自己肯定感を高められるようなかかわりをしていか

なければならない。 

 

2018／11／17 共同生活援助事業サービス管理責任者 髙橋良壽  

社会福祉法人クローバー 
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相談支援事業所 マロン 2018 年度 前期 事業報告 

 

報告／相談支援専門員 川端 亜希子 

管理者 髙橋良壽 

 

 2018 年 4 月 1 日、相談支援事業所 マロンを開所。以下のとおり、実施状況を報告いた

します。 

 

１．基本相談実施報告 

対象者 依頼者 方法 相談内容 対応 

クローバー 

利用者様 

ご本人 

５名 

ご家族 

８名 

事業所 

３名 

電話 随時 

面談 随時 

訪問 随時 

会議７回 

・日常の不安 

・生活費について 

・日中活動について 

・ヘルパー利用 

・将来のこと 

・支援方法について 

・制度に関すること 

・情報共有，課題整理 

・経過確認 

・事業所の利用回数 

 他 

>話しを聴く 

>不安解消のための説明 

>連携，会議出席 

基幹，ワーカー， 

サ責，養護学校， 

担当職員等 

>手続き同行 

 

 

クローバー 

以外 

入居先 

職員 

３名 

訪問 

面談 

・ご本人に面会し担当職 

員の話を聞く 

>ＧＨに訪問 

※依頼者はご本人、ご家族、事業所で同じ利用者の場合あり 

 

２．計画相談 利用申し込みについて 

月 依頼状況 対応 

03 月 他法人 １名 今年度はセルプランとし、まずはご本人様と関係を作る。 

04 月 クローバー １名 支給更新に合わせて、実施予定 

05 月 他法人 １名 

クローバー １名 

支給決定に合わせて、実施予定 

07 月 他法人 １名 

クローバー ４名 

支給決定に合わせて、実施予定 

08 月 他法人 ３名 09 月に契約締結。計画作成。 
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３．具体的な対応例 

3.1.ご本人からの相談 

> 支援者との人間関係 

> 利用者、入居者同士の人間関係 

> 支援者の言葉使い、対応 

> 将来の不安 

> お金に関すること（日々の使い方、預金、金融機関の使い方） 

> 制度の利用について 

3.2.ご家族からの相談 

 > 医療機関との連携に関する不安 

 > 親なきあとの不安 

  > 支援者の対応について 

3.3.会議の内容 

 > ライフスタイルの確認 

  > ヘルパー等事業所との連携 

 > 具体的な支援方法の確認 

  > 新たなサービス利用に向けての調整 

3.4.その他 

  > 通院同行 

  > 諸手続きの同行 

 

４．まとめ 

4.1. 相談支援専門員 

 私は今年度より「相談支援専門員」として業務を開始しました。しかし「どうしたらよ

いのか」「何から始めたらよいのか」と戸惑う毎日でした。そんな時に 1 件の計画相談支援

の打診がありました。それは遷延性意識障害の方からのお願いでした。今まで私は遷延性

意識障害の方の支援をしたことはなく、未経験の分野となるので、引き受けるべきか迷い

ました。しかし依頼者が複数の事業所を利用していないこと、その事業所の職員様と一緒

に仕事をしたことがありコミュニケーションがとれること、依頼者が入居する GH が全面的

に協力してくださるとの言葉があり、お受けすることとしました。 

 依頼者が入居する GH にご挨拶に伺った日、自己紹介をどのようにすればいいのか分から

ず戸惑いました。その時 GH の職員から依頼者のことをうかがっているうちに少しずつ依頼

者のことを知ることができました。これからも日々支援している職員やご家族からの日々

の何気ない話を聴く機会をつくり、依頼者の理解を深めて支援をしていきたいです。 

また、日頃支援させていただいている知的に障がいを持つ方の「自己選択」「自己決定」

の支援をしていくことに難しさを感じていました。また今回のことで遷延性意識障害とい

う障がいを持つ方は、意思表示が難しくさらに難しさがあると実感しています。入居して

いる GH としても遷延性意識障害の方の意思確認が課題となっているとうかがいました。こ

れから支援させていただく中で意見交換などをしながら一緒に考えていきたいと思ってい

ます。 
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4.2.感情による意思表示について 

支援場面において、言った、言わないによる食い違い場面を見ることがある。利用者が

言葉ではっきり言ったからそれが意思表示であり意思決定であると決めつけたり、ここに

書いてあることにサインをもらったから同意したはずであるという一方的な場面である。

本来、言葉によるコミュニケーションはお互いがその事象に対して同じ概念を持っていな

ければ意味をなさない。意思決定とは何をもって意思決定とすれば良いのか、この半年、

担当職員とこの問題について何度も話し合いをした。 

 支援場面において利用者が感情をあらわにすることがある。そのとき支援者はあまり良

い顔をしないことがある。喜びの感情にあふれる利用者はお調子者と思われ、イライラが

頻回な利用者は精神的に何か問題を抱えているのではないかと疑われ、喜びとイライラが

頻繁にくりかえされると不安定といわれる。しかし、感情には目的がある。 

 私たちは誰しも私的感覚に基づいて仮想的な目標をたてる。それは「～は～であるべき

である」という意識である。感情はこの仮想的な目標に対する対処行動と考える。喜びの

感情は、この状況は自分の仮想的な目標と合致していて心地良いからこの状況をいつまで

も維持したいという合図である。逆にイライラ感情は、自分の仮想的な目標が脅かされた

ときでこの状況から逃れたいという合図である。 

 心理学者ダニエル・カーネマンの著書、ファスト＆スローにおいて、感情による判断は

ファスト、論理的な判断はスローとしている。つまり早い意思決定が必要なとき、人は瞬

間的に感情を使い判断をするということである。ゆえに、特に利用者がマイナスの感情を

使って判断をしているとき、利用者は一刻も早くこの状況をなんとかしてくれと訴えてい

るととらえなければいけない。 

以上のことから、感情を用いた決断は素早い決断が必要なときであり、素早い決断が必

要なときとは利用者が快適だからこのままでいたいと願っているときか、不快だから一刻

も早くどうにかして欲しいと訴えているときである。私たちは感情による意思表示を正し

く受け止めて支援に反映させなければいけない。 

（管理者 髙橋良壽） 
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報告事項 研修 

報告者 事業部長・管理者 鎌田功 

報告内容 ・受講者：川端 亜希子 

 ・「摂食嚥下（食べる・飲みこむこと）のメカニズムと誤嚥予防 

   ～いつまでもおいしく食事をするために【応用編】」 

  講 師：千葉 由美 氏（横浜市立大学 医学部看護学科 教授）」 

  受講日：4 月 28 日（土） 

  会 場：ウイリング横浜 

・「社会福祉施設の経営基礎 ～信頼があってこそ生きる支援～」  

講 師：綿 祐二 氏（社会福祉法人睦月会 理事長） 

受講日：7 月 19 日（木） 

会 場：ウイリング横浜 

 ・「横浜市相談支援研修Ⅰ」 

  受講日：5 月 29 日（火）・30 日（水） 

  会 場：神奈川県中小企業共済会館 

 

社会福祉法人クローバー 
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