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障害者支援施設 みずき

現場に根付く事業計画に
施設長

徳武

孝

今年度みずきは以下の4つの重点目標を掲げています。
1．「つながりを紡ぐ」支援の充実
2．支援者（＝全職員）として成長できる職場環境作り
3．みずきだけでは完結し得ない地域・自立という課題へのみずきとしての取り組み
4．長期的なビジョンに立った安定した経営・運営体制の確立
これらの重点目標を含んだ「平成27年度事業計画」については、入居支援課利用者会議、通所支援
課利用者懇談会及び家族懇談会、職員向けの事業計画説明会等で説明をしました。またみずきの共用部
分やホームページでも閲覧いただけます。
今回はその中から、４月３日に開催した事業計画説明会の様子を報告します。当日は２階デイルーム
に７０人前後の職員が集まり、法人（新井常務理事）、狛江エリア（大仁田統括所長）、みずき（全体、
各部署・会議・委員会）の事業計画が、それぞれの責任者等によって説明されました。説明者の人数は
なんと約２５名。たくさんの職員が様々な責任ある役割を担っているのです。
また計画説明の他、今年入職した職員の辞令交付式、５年１０年勤続職員の永年勤続表彰、ケア担当
がんばったで賞の授与式を行ないました。
法人及びみずきが一丸となって、決意も新たに目標に向かっていこうという思いは持てたでしょうか。
そして一人ひとりがみずきの支援を支える大事な柱であるという主体性は確認できたでしょうか。
作成→説明と進んで、さあ実行！・・・。あれから数ヶ月、みずき全体そして各部署、会議・委員会で
立てた目標は、日々どれだけ取り組めているでしょうか。何かあったときは（何もなくても）事業計画
を読み返しましょう。そして実行できているものいないもの、現実に合わない目標、新たな課題など、
様々な発見をして、事業計画を現場に根付くようにしていければ良いですね。
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逸巨

通所支援課

今年度の方針

通所支援課 主任

金

潤河

現在通所支援 課では生活介護事業と は別に日中一 時支援 事業（ 地域生 活支援

高島

みずき が開設してから今年で十 二年目に突入し ました 。今年 度から 名称も 生

事業）と心身障害者（児）委託型ショートステイ事業も同時に担っています。

入居支援課 課長

活支援課 から入居支援課となり新 たな気持ちで利 用者支 援に取 り組ん でいき た

いずれの事業も、利用する皆さんにとっては大事なサービスであり、大切に扱っ

入居支援課 今年度の方針

いと思います。

ていかなくては ならない事業です。今 年度より地域 支援課 を改め 通所支 援課と
して新体制にな りました。どの事業も 大事であるが こそ、 先ずは 原点に 立ち返

四つの重点課題。

利用者皆さん のニーズを的確につか み、より具体 的な支 援展開 をして 行き
ます。

①個別支援の充実

通所支援課

ていく事を重点的に取り組みたいと思っています。

り、利用者皆さ んに満足して頂ける支 援を提供する 為の基 軸をし っかり と固め

今年度は 新人職員も多数入り、フ レッシュな気持 ちで様 々な事 に取り 組んで い
きたいと思います。
今年度の課の方針としては、５つの課題を掲げています。
①サービスの平等化
特に訴える事の難しい方への支援を見直してサービスの均一化を図ります。
②働きやすい職場環境作り
職員定着 の為に現場の意見や声を 反映させること や仕事 にメリ ハリを 持たせ た
業務分担を確立させる事で安定した体制を維持出来るようにしていきます。
③仕事のやる気（目標設定）アップ

②みずきに来ることが楽しみになる日中活動の展開

日中活動プロ グラムを見直し、実施 していく中で 、ご利 用者皆 さんの 意向・

みずき全 体の課題でもある人材育 成の一環として 面談を 定期的 に実施 する事 や
外部研修 等に行ってスキルを高め る等の取り組み を行う 事で仕 事に対 するモ チ

個性に合った 活動メニューの提供を 目指します。 また、 外出行 事に関 して
も、利用者皆さんに、満足して頂ける様、検討・実施します。

ご利用 者の高齢化に伴い医療ケ アの必要性が高 まって きてい る現状 です。 そ
れぞれが 個人の判断だけで動く事 のないように今 後特に 医療職 とのス ムーズ な

⑤他職種との連携強化

ようにします。

して今後何を すべきなのか、構想を 立てます。ま た、ア ンケー トや聞 き取
り調査を実施 して、必要とされてい る事業・サー ビスに ついて 把握で きる

地域生活支援 についての利用者の皆 さんおよび、 地域の ニーズ にみず きと

④ニーズに沿った地域生活支援の構想

職員一同がよ り安全なサービスを提 供するという 意識を 維持出 来る取 り組
みを強化するとともに、安定した運営状況・職員体制を構築していきます。

③安心・安全な支援

ベーションを維持出来るようにします。
④日中活動の再構築
今年度は 専門職と協働して幅を持 たせたメニュー 設定を 行い、 自主参 加を促 す
事を目的 としていきます。また現 在月１回一人２ 時間の 個別支 援の中 で提供 し
ている外 出支援ですが、もっと外 出したいという ニーズ がかな り高い 為、出 来

連携が求められてきます。

以上、通所支援課の重点課題となっております。

る限り応えられるように検討していきます。

以上の 事を重点課題として日々 支援を行ってま いりま す。今 年は、 みずき の
誰もが未来に向かって躍動出来るように微力ながら支えていきたいと思います。
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医務科

今年度の方針

医務科 看護主任
伊藤

尚子

今年度の方針

今年の 新しい点としては、従来 の医師一名、看 護師複 数名に 加え、 新たに 医
療ソーシ ャルワーカーが配置され たことが挙げら れます 。利用 者の医 療相談 や

である「 自立」にも関連しますが 、われわれ医療 職は当 然なが ら、利 用者の 自
立支援を医療面からサポートしています。

連携して 利用者支援にあたる姿勢 は、一貫して変 わりま せん。 施設の 支援目 標

さんをお連れし ています。基本的には ＰＴとＯＴが 二手に 分かれ てそれ ぞれの

じめ作成された スケジュール表に従い 、施設２階に ある専 用のリ ハ室へ 利用者

とはいえ、ご 利用者支援において両 者は密接な関 係にあ り、お 互いの 協力は
もちろん、介護 職ら他職種との協調も 不可欠となっ ていま す。普 段は、 あらか

接働きかけるリ ハビリを、ＯＴは作業 や活動を通し たリハ ビリを 、それ ぞれ第
一の専門にしていると言えるでしょう。

ともにリハビリ専門職である理学療法士 （( ＰＴ）と作業療法士（ＯＴ）です
が、双方の同異 点は様々にあるものの 、極論すれば 、ＰＴ は基本 的に身 体に直

リハビリ

通院時の 仲介役などを請け負って もらい、医療面 の支援 がいっ そう充 実して き

リハ療法を実施 していますが、必要に 応じて連携を とるこ ともあ ります 。具体
的には、ＰＴは 可動域となる各部位を 動かす理学療 法、Ｏ Ｔはパ ズル、 ちぎり

前田 則明

たと言っ ていいでしょう。医療業 務の中心は利用 者の健 康管理 ですが 、看護 師

絵などを通じた作業療法を行ないます。

作業療法士

な( いし施設側 に) よる一方的な管理とならないよう常に注意を払っています。
お一人お 一人が、ご自身の健康に 関心を持ち、自 己管理 につい て考え 、取り 組

今年度のリハ ビリでは、二つの柱を 活動の軸に据 えてい ます。 一つは 日中活
動との連携強化 、二つ目は車イスの修 理や新規作製 、また それに 関わる 環境の

龍治

んでいただけるような働きかけをしていきたいと思っています。

整備です。一つ 目ですが、日中活動は 現在、施設挙 げての 重要課 題とし て力を

八木

健康管 理の最も手軽な目安は「 体温」です。自 己管理 のため には、 すべて の
利用者さ んの居室に体温計を置く くらいが、むし ろ理想 的と言 えるか もしれ ま

入れており、レ クリエーション、ボッ チャ、カラオ ケなど メニュ ー強化 を図っ
ています。この 中に、リハビリ的要素 もなるべく織 り込ん でいく ことを 狙いと

理学療法士

せん。体 調管理といえば、これか らの時期は（毎 年のこ とです が）イ ンフル エ

しています。軽 体操や呼吸リハ、製作 活動、歯磨き 講習会 などな ど、楽 しくや

今年度より、施設の組織体制 が変更され、入居支援課看護 に加え て医務科 が

ンザ予防 が中心業務の一つとなっ てきます。予防 接種の 実施は 言うま でもあ り
ませんが 、それ以上に常日頃から のこまめな体調 管理が 不可欠 となり ます。 発

新設され ました。といっても、医 師、看護師など 従来の メンバ ーが介 護職ら と

症後の感 染防止ももちろん重要で すが、やはり未 然の発 症予防 が何よ りです 。

ても介護 職との連携による目配り が必須です。ま たイン フルエ ンザに 限りま せ

また利用 者さんの体温にも常に気 を配り、衣類や 掛け物 、暖房 などで 体温や 室
温を絶えず調整する。そのためにはわれわれ医療職だけでなく、やはり何といっ

製作技術の向上 、関連書類のさらなる 整備なども重 点課題 となり つつあ ります。

そのものの交換 （新規作製）もたびた び行なってい ます。 それに ともな って、

す。二つ目の車 イス関連支援は、現在 のところＯＴ が主な 業務を 請け負 ってい
ます。修理・修 繕は日常的に実施して いますが、必 要と判 断した 時には 車イス

いずれも基本ですが、業務開始前にうがい、手洗いをする、マスクを着用する、 りながら、いつの間にか身体の活性化も図られるような活動を理想としていま

んが、将 来的には利用者さん方の 高齢化、身体機 能の低 下など が予想 され、 こ
の多職種間の連携が持つ重みはいよいよ増してくるものと心しています。
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このページ では、ご 利 用 者 の施 設 内
のご 様 子を かいま見 せていただ こうと
思 います。今 回 は男 性 利 用 者 ・清 水 純
晴様にご登場願いました。

僕の趣味でもある、パソコンのやりかたが、変わり今までは、
家からお父さんが作ってきた、棒を口にくわえてパソコンのキー
ボードを一つ一つ、押して、文章を作ってきましたが、ずっと
首が痛く、悩んでいました。１年ぐらい前から、パソコンのソ
フトで(オペレート、ナビ)を見つけてもらい、何回も、デモを
繰り返してやっと購入したのが、１年前の８月８日です。この
オペレートナビのすごいところは、ほとんどの操作が、ボタン
一つで出来る事です、僕のパソコンには、キーボードがないの
です
オペナビにしてからは、首、肩の痛みも、すくなくなってきま
した。今、僕がはまっている事は、オンラインゲームです、昔
懐かしい、ガンダムを強くする(ＲＧＰ)てす。このゲームは、
まだ棒を口にくわえて、やってた時からのゲームです。

記事（広報委員 石田）
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清水 様は趣味のパソコンを することが
毎日の日課とな っています。今回 のイン
タビ ューにも快 く応 じてくだ さいまし
た。
以下は、
清水様が職員のインタビュー
にお答えくださったお話しを、まとめた
ものです。

キーボードがないことに注目

今回のために、ご本人がパソコンで一筆添えてくださいました。

パソコンでゲームを楽しむ清水様。テレビも兼ねており、
今は完全に生活の一部になっています。

か つ ては 口に くわ えた 棒で キーボー
ド操作をしていました 。(H25.7.撮影)

現在は こ の赤いボタン一つで カーソル を自在に
動か し 、 す べ ての 操作を行え ます ！ ！

「朝 の起 床 介 助 と 同 時 に電 源 を 入 れ 、夜 の就 寝 介 助 時 に電
源を切る。これが毎日ですから、パソコンは完全に僕の生活と
一体化してます。主な用途としては、
テレビ、ゲーム、メール、ワー
「パソコンは、
みずき入居前
ド ワープロ な)どですね。」
(
からずっとやっていました。以前
「
ワ
ードでは文章を書いたり、それを手紙にして届けたりし
は自 宅 で生 活 し、作 業 所 で仕
て
い
ます。パソコンのおかげで友達と連絡をとり合ったり、施
事 を していましたが 、そこで年
設
外とのつながりを保つことができます。」
賀 状 な どを 作 製 していたんで 「
メールもよく使いますが、これも友達 や知り合 いと やり取
す。もう 年 くらい前 ですが 、 りするのに便利ですよ。メールについては、今でもすごく忘れら
それが最初の出会いです。です れない思い出があるんですよ。
からみず き入 居 の頃 にはもう
以前、母が倒れて救急搬送されたこと がありました。緊急
かなり慣れていたので、入 居後 事 態だ った ので父が 病院 まで同 行し て、僕が 自 宅の中 に一 人
残されたんです。当時も自宅では車イスでしたが、（両手足が
すぐに使い始めました。」
「以 前 は、キーボ ード操 作 の 動かせないため）家の中の用事が何もできなくて、本当に困り
際は 両(手が動かないので ド)ラ ました。
そこでパ ソコンを使 って『助け て！』と いう趣旨 のメールを友
ムのスティックのような 棒 を 口
に加えてボタンを押していまし 達や知り合いに送ったんです。すると、しばらくして何人かの
たが、あれはもともと母のアイ 知り合いが自宅に来てくれて、家の中のことをあれこれ手伝っ
てくれ た んです。本当 に助 か り ま し た 。以 前 のよ うに電 話 や
デアなんですよ。
今は必要なく
手紙だけの時代だったら、あの時どうなっていたかわかりませ
な って、だ いぶラクにな りまし
ん。」
た。」
「パ ソコンを 通 し て、全 般 的に生 活 の幅 が 広が ったのが一 番
良 いです ね 。他 の利 用 者 さ ん も ぜ ひや れ ば いいのにと 思 いま
す。」
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このページでは通所支援課（通称：２課）の利用者の方
をご紹介をいたします。

的にまた率先して参加されています。

日本肢体不自由児協会美術展

その中でも特に、絵画を楽しまれています。
今までに、社会福祉法人

に何度か出展し、絵画部門で優秀賞を二回「第３２回
（平成二五年度）「肢体不自由児・者の美術展（ベンガ

佐々木さんにインタビューをお願いし、答えていただき
ました。

絵はいつからはじめたのですか？

佐々木さん：”記憶にないが、小さいころに絵画教室に
通っていたようです。また二十歳くらいの時に油絵を描

ルヤマネコ）」受賞され全国数ヶ所で展示されています。 いていました。”

受賞した時の感想は？

” 佐 々木 さん ” と記 述 ）
「この美術展は、肢体不自由児・者の生きがいづくりと
障害者に対する理解促進を目的として、毎年十二月の障

佐々木さん：”まさか、二回も受賞出来ると思っていな

佐々木孝博様（以降

をご紹介いたします。

害者週間の時期に合わせて開催されていて、美術・写真

かった。すごくうれしい！！
出来たと思う。”

今回は

佐々木さんはデイサービスセンターみずき（現在は、障

の専門家を含む関係者で構成する審査委員会において、
障害の程度・年齢などを考慮して選考した入賞作品を全

佐々木さん：”年齢を重ねても出来る趣味です。ストレ

両親に受賞出来て親孝行

害者総合支援法（生活介護Ⅱに移行）以降 ”みずき”
と記述）開設当初から利用されています（月・水・木・
国数か所で展示。」

以前は、システム開発のエンジニアとして活躍されて
いました（記載者も同じ職種の経験があり、二人で小難

ス解消にもなります。”

佐々木さんにとって絵とは？

金と週４回）。

しい話をしたりします・・・）。

今後、どの様に取り組んでいきますか？

”みずきで絵を描いていなかったら絵画展で受賞するこ

ました。

また最後に佐々木さんからこのようなお言葉をいただき

い。”「現在絵画教室の講師が体調不良で絵画教室を中
止している」

佐々木さん：”絵画の先生が元気になりまた絵を描きた

佐々木さんは、交通事故で中途から障害をもたれました
が、障害を受け入れ、物事を前向きに考えてられていま
す。
また、社交的で、明るく、実現可能な目標を一つずつ
クリアしていて、チャレンジ精神は高く、バイタリティ
も人一倍強くもたれています。

議院選挙の期日前に投票をしたり、日常生活用具の給付

とは出来なかった。感謝しています。”

いくつか例をあげると、都知事選及び衆院選の投票や参
の手続き申請（車いす部品交換）をしたり、金融機関へ
行き、自分でお金を下ろすことができるようになるため

佐々木さん、こちらこそ感謝しています。また、取材の

協力ありがとうございました。

記事 （広報委員

落合）

の準備をされたりしています。
また、みずきでは、活動「絵画、陶芸、園芸、創作、レ
クリエーション、外出、等々」を利用者の皆さんの中心
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春の
お花見会
毎年恒例となり、今や
すっかり春の風物詩と
なった感のあるお花見
会です。
毎年三月下旬～四月
上旬は施設だけでなく、
近隣の味の素スタジアム、
周辺の並木道などがい
っせいに花びらのピンク
色で埋めつくされます。
施設のお花見は昨年同
様、今年も五日間かけ
て開催されました。天候
はほぼ連日快晴でしたが、
屋内・屋外の双方で行
われました。

石田）

今年もまた、お花以外の
様々な催しも併せて開催さ
れ、盛況のなか終了すること
ができました。
職員によるバ
イオリン演奏、ご利用者から
は独唱やピアノ演奏、バルー
ンアート、屋内でも演奏会や
ビンゴゲーム。
さらにはデザートまで用意
され、鑑賞、娯楽、食事とバ
ラエティに富んだ催しとなり
ました。

記事（広報委員
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５月にピクニック外出(1度に２名から３名)を行いました。昼食前に施設近くの緑豊かな自然公
園に職員と一緒に出かけています。芝生の上で弁当を食べたり、マットを持ち込んで、おのおの
自由にのんびり過ごしています。映画やＴＶのロケも多いようで、ロケ現場に遭遇した方もいた
ようです。天候が安定する時期を選びましたが、天気が怪しいときもあったようですが、それも
ピクニックの醍醐味なのかも知れません。
また、今年は園芸にも力を入れています。花や、野菜、果物等多様に植物を栽培をしました。
その中には、創作で藍染をするための蓼藍（たであい）も栽培しています。創作とのコラボレー
ションで栽培した藍で生葉染め行います。植物を育てていく大変さや。ものを作り上げていく難
しさも感じた様でした。

記事 （広報委員 落合）

みずきでは様々な日中活動を行っています。ICF「WHO(世界保健機関)が提唱した国際生活機能分類」
の生活機能モデルでは、活動(activity)の定義を、生活レベルでの課題や行為の個人による遂行とされて
います。難しくてわかりにくいのですが、私達は利用者の皆さんが楽しめるようなレクリエーションな
ども活動に含まれると考えています。
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編

集

後

記

広報委員が大幅に変わってからの初めての広報誌“サンライズ”の発行になりました。
本号は、今年度の事業方針を中心に編集を行いました。今回は「事業所、入居支援課、通所支援課、医務科、リハビリ。」、
次回は、「管理課、栄養科、サ―ビス管理責任者、地域コーディネーター」を予定しています。それに加えて、読みや
すい広報誌を目指し、みずきの入居者や利用者の皆さんの情報、活動の情報、それ以外にも、活気ある様々な情報を、
みずきを外部から見守っていただいている方達にも伝わる様に編集をしたつもりです。 まだまだ力足らずで思った通
りに編集が出来たとは思っていませんが、試行錯誤を繰り返し、事業計画で目標に掲げた広報誌“サンライズ”を作り
上げていきたいと考えています。
今回、施設長及び各部署の方に、方針や目標の記事を執筆してもらいました。多くの皆様に、今後のみずきを見守っ
て頂きたいと考えてます。
また、利用者紹介でご協力いただいた、入居者（入所）：清水純晴様と利用者（通所）：佐々木孝博様、にお礼申し上
げます。
今後も、記事の依頼をお願いしたいと考えていますので、ご理解とご協力をお願い致します。
発行

/

社会福祉法人

足立邦栄会

障害者支援施設

みずき

・

みずき

広報委員会

【法人施設】
特別養護老人ホームさくら・障害者支援施設かえで/デイサービスセンターさくら
〒123-0862

東京都足立区皿沼2-8-8 TEL 03-5691-7150 FAX 03-5691-8147/TEL 03-5691-7055 FAX 03-5691-8147

地域包括支援センター鹿浜
〒123-0862

東京都足立区皿沼2-8-8 TEL 03-5838-0825

介護付有料老人ホーム

リブインさくら

〒121-0832 東京都足立区古千谷本町4-1-16 TEL 03-5691-6602 FAX 03-5691-7272

多機能型事業所狛江活動センターこまえ工房こもれび
〒201-0013 東京都狛江市元和泉2-35-1あいとぴあ3階

TEL/FAX 03-3480-1443

ポンテ
〒201-0013 東京都狛江市元和泉2-35-1あいとぴあ4階 TEL/FAX03-3480-2794

こまえ工房もえぎ
〒201-0014 東京都狛江市東和泉1-3-17駄倉地区センター内 TEL/FAX 03-3430-4422

こまえ工房こだち
〒201-0001 東京都狛江市西野川1-1-8 TEL/FAX 03-3488-8115

みずきケアセンター狛江/相談支援センターみずき
〒201-0013 東京都狛江市元和泉2-35-1 TEL 03-3430-3809

共同生活援助パンダ
東京都狛江市中和泉

障害者支援施設

みずき

〒183-0003 東京都府中市朝日町3-17-5
TEL. 042-352-0081

お問い合わせ

FAX. 042-352-0085

Eメール: info@mizuki.houeikai.gr.jp
WEB : http://mizuki.houeikai.gr.jp

【アクセス】
①京王線飛田給駅北口下車~京王バス[飛02]多磨駅行
②同 調布駅北口下車 ~ 同 [調33]多磨駅行
①②共「警察学校東門」下車
（駐車スペースが僅かなため、なるべく公共交通機関のご利用をお願
いいたします）
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