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２０２２年夏の号 第１２９号
社会福祉法人 大府福祉会

今年はあけび苑・東あけび苑・たくと大府に計７名の新利用者を迎えました！
毎日楽しく元気いっぱいに過ごしています(^▽^)/

東あけび苑
法人本部

あけび苑
①4 月より入所する 4 名の新利

用者と在苑利用者に安心した
① 新 た な 基 準 で の 虐待防止

委員会の機能的な運営。
② 職員意識調査 結果から見
えた課題に対する取り組み。
③ 制度・法律 に対する理解を

深める。

日課が提供できるよう環境づくり
に配慮していく。
②新作業開始に伴い、苑内で
班毎に作業バランスを考慮して
担当作業を決定し、目的に沿
った日課の組み立てができるよ

う取り組んでいく。

②利用者の状況に合った食事とな
るように、 給食 の見直しを行

う。

地域生活支援センター

り多い給料支給を目指す。
②利用者への 接遇・権利擁

護 と 虐待防止 に向けて、研
修をはじめとした取り組みを行
う。

工事をするとともに、施設内の
大府福祉会の
重点的な取り組みを紹介します。

の受審に向けて準備を進める。

入の更なる改善を目指し、今よ

③３７年経過した建物の 照明

ひだまり

①サービス評価の第三者評価

①生活班・就労班ともに、作業収

２０２２年度
重点事項
(事業計画より抜粋)

「そら」

整理整頓などの環境整備を図
る。

あけびの実

①活動内容を見直し、 個々の

特性 に適した支援を実 施す
る。
②作業製品の販売促進を図り、

売り上げの増加を目指す。
① ヘルパー の確保に向けては、

たくと大府

状況を見ながら学生への働きか

大府市発達支援ｾﾝﾀｰ

けを強化していく。
②ホーム利用者の多様化する

ニーズに対応するため、支援体
制を整えていく。
③ホームの体制強化とスタッフの支
援力向上のため、世話人だけで
なく生活支援員とも 個別面

談 を行う機会を作ったり、必要
に応じて OJT を行っていく。

みのり
①コロナ禍でも季節を感じながら、
楽しめる施設内の イベント の
充実を図る。
②職員間連絡ツールの整備を

①個々の子どもの発達や進路につ

行い、スケジュールや連絡事項

的な支援を行う。
②関係機関や地域との関わり

が正しく伝わるように配慮する。
【日中一時支援事業】
①利用者の 強みを活かし、自立
を促した支援を提供する。
②研修に積極的に参加し、支援
力の向上を図る。

いて見通しを持ちながら、継続

を意識し支援に繋げる。

中長期総合計画※の
主な取り組みを紹介します。

新事業部会
1.必要な事業の整備
昨年度に実施した「暮らしについてのアンケート」結果を
もとに、今後必要となってくる事業について調査・検討を行い
ます。また、通所施設の定員問題への対応策を検討します。

2.事業運営の強化

２０２２年度
取り組み

今年度より虐待防止委員会を事業所単位で設置して、より
細やかな虐待防止と身体拘束適正化に向けて取り組みます。
また、高齢化する知的障害者への支援の取り組みの充実を図
ります。

3.利用者の安心・安全への保障
昨年度に引き続き、災害時への備えとしてＢＣＰ
（事業継続計画）の作成に向けて取り組みます。
また、各施設の大規模修繕や車両入替を
計画的に行っていきます。

人材育成部会

1.職員意識調査から見えてきた課題の改善
令和３年度に実施した調査結果を集計分析して、
課題を洗い出し、１つずつ取り組んでいきます。

2.ハラスメントの予防
昨年度から管理職がハラスメントになりうる事例を具体的
に学んできました。今年度も引き続き、管理職だけでなく、
全職員にも対象者を広げて、ハラスメント対策の意識を向
上させていきます。

3.メンタルヘルス対策

地域広報部会

職員自ら予防するセルフケア、管理職が気づき配慮
するラインケアについて学び、職員の心の健康対策に
取り組みます。

1.地域への貢献活動
昨年度、市民向け勉強会の内容について
見直しを行いました。今年度は内容を充実させ、
実施していきます。

2.地域行事への参加や市民との交流
昨年度までは、コロナ禍で地域イベントが中止や
規模縮小で行われていましたが、今年度は、開催
される地域行事へは、積極的に参加していきます。

3.広報機能の充実
SNS の発信について見直しを行いましたので、
今年度は、より充実した発信ができるように取
り組んでいきます。

※中長期総合計画とは、総合的
かつ中長期的に大府福祉会の
あるべき将来像を模索するとと
もに、サービスを提供すること
を目的としたものです。
201８年度からの６年間を１期
として策定し、今年度は５年目
となります。

★大府福祉会の商品・自主製品の紹介★
あけび苑
就労班を中心に「ぽち袋」の製作をしています。

大府福祉会で製作・商品化している自主製品をご紹介します。

たくと大府

販売場所は、ぽち袋（あけび苑・あけびの実）、

地域貢献の一つとして「おぶちゃん知育課題」

おぶちゃん知育課題（たくと大府・あけびの実・ＫＵＲＵＴＯおおぶ）

道具を使って切る、のり付け、封入作業まで役割

エコせっけん（ひだまり）
、家族会の商品（各種イベントにて）に

を製作しています。はさみで切る、マジックテー

をもって、その工程の全てに利用者さんの力が発

なります！！興味のある方は是非足をお運びください。

プを貼る等の簡単な工程は利用者さんが行って
います。
「おぶちゃんプロフィール」や「おぶちゃ

揮されています。デザインでは、利用者さんが描

んたしざん」など全部で６種類あります。楽しみ

あけびの実

いたイラストから、筆書きしたメッセージ性のあ

ながら学べるのでお子様はもちろん、プレゼント

る物までバラエティ豊かになっています。オリジ

あけびの実では、毎日パンを数種類焼き上げ店頭に並べています。また、クッキー・パウンドケーキ・チ

ナル商品の他に、大府市マスコットキャラクター

にもぴったりです！たくと大府やあけびの実、Ｋ

ーズケーキなど１５種類を常時用意しています。店内はイートインスペースも設けており、コーヒー等の

の「おぶちゃん」とコラボレーションした商品も

ＵＲＵＴＯおおぶで購入できます。また、ネット

温かい飲み物や冷たい飲み物と共に商品を召し上がることが出来ます。

販売はタクトオオブストアでお買い求め頂けま

あり、こちらはシンプルで可愛いと好評です。是

商品の製造は利用者が工程を一から携われるように、材料の計量や生地作り、成型、袋詰めの作業を分担

非、利用者さんの個性あふれる「ぽち袋」に触れ

して行っています。材料は出来る限り国内産小麦粉、有精卵、保存料や添加物の少ない材料を使用し、体に

てみて下さい。

優しいものを使用しています。

す。ぜひ、ゲットしてください！

↑タクトオオブ

一冊 ２００円

ストアはこちら

ネットだと２８０円

３つ入り１００円

ひだまり

ケーキラスク（１００円）

パウンドケーキ（大１００円 小５０円）

ひだまりでは、あけび苑や東あけび苑の昼食

何種類もの味が楽しめます。

季節限定の味にも出会えるかも…

チーズケーキ（１２０円）

濃厚なチーズの風味が味わえます。

法人内の利用者のご家族があけび苑、東あけび

作りで使用した食用油をリサイクルして、手作

苑に集まり、定期的に手作り品の活動をしていま

り「石けん」を製造しています。使用済みの食

す。牛乳パックの椅子や布きん、マスク等を作り、

用油を再利用しているので、自然界で分解され

公民館まつりや各種のイベントやあけびの実な

る環境にやさしいエコな「石けん」です。

どで販売しています。我が子達のために収益金を

換気扇やシンクの掃除、食器洗い、衣服の襟
汚れや泥汚れなど、頑固な汚れも落ちると好評
を得ています。ひとつひとつ心を込めて作って
いますので、是非一度お試しください。

粉石けん（１５０円）
石けん（大１５０円 小１００円）

家族会

積み立てるとともに、情報交換やリフレッシュの
毎日、職員・利用者ともに
心を込めてお作りしています。

市役所の食堂や図書館、市内の各種
イベント時に出張で販売しています。

店内のイートインスペースでは

焼きたてパン（１２０円）

ゆったりと時間が過ごせます。

日替わりでお得なパンもあります。

お
待
ち
し
て
い
ま
す
！

た
く
さ
ん
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ご
来
店
を

問い合わせ
住所

場にもなっています。ご家族のエネルギッシュな
姿は、本当に素晴らしいです！！

0562-47-8807

大府市長草町新池９７番地

営業時間 10:00～17:00
定休日 土日、祝日
駐車場 あり
Instagram

布マスク ２５０円～

布きん ２００円～

大府福祉会の虐待防止への取り組みについて
制度改正により、令和４年度より虐待防止のための取り組み（虐待防止委員会と虐待防止責任者
の設置、虐待防止に関する研修の実施など）が義務化され、さらに身体拘束適正化の取り組みにつ
いても義務化され、行わない場合は給付費が減算されるようになりました。
大府福祉会はこれまでも法人単位で虐待防止委員会を設置し、事業所ごとに虐待防止責任者を設
置し、研修やチェックシート等も実施してきましたが、法人全体として取り組みの効果が十分では
ありませんでした。そんななか、法人内事業所において、大府市虐待防止センターにより不当な身
体拘束と認定される事案が発生しました。
こういった経緯もあり、より一層の虐待防止と身体拘束適正化への取り組みの重要性を感じてい
たので、今回の改正を機に大府福祉会の虐待防止等の取り組みを刷新することとしました。
まず、虐待防止委員会はこれまでの法人単位から事業所ごとの設置とし、より各事業所の実情に
合わせた検討ができるようにしました。さらに、虐待防止委員会には、事業所の職員と利用者・家
族代表に加えて、法人外部の知識経験者の方に参加いただくことで、外部からの客観的な視点でご
意見等をいただき、改善点に気づけるようにしました。
また、これまでは法人・事業所として虐待防止等への取り組みなどを定めた規程がなかったので、
今回「虐待防止対応規程」と「虐待防止委員会の設置要綱」を作成し、法人・事業所として責任を
もって虐待防止等への取り組みを行っていくことを明文化しました。これに合わせて、これまで使
ってきた「虐待防止マニュアル」も新たな取り組みに合わせて作り直すことにしました。
しかし、これらの仕組みを整えればそれで十分かと言うとそうではありません。この仕組みを活
かし、虐待防止等に取り組むためには、さらに何が必要かを改めて考えてみたいと思います。
まず、虐待防止の取り組みを行う上で必要なのは、障害特性や支援方法などの知識と技術の習得
と職員が疲弊・孤立しない就業環境への配慮です。そして、さらに重要なのが、虐待につながる「不
適切な支援」という「権利侵害の芽」を摘むことだと考えます。そのためにも、利用者さんの一人
の大人としての「尊厳の尊重」や「権利の擁護」など、私たち支援者が利用者さんに対する「人権
意識」をしっかりと持つことが必要です。
大府福祉会の職員は、利用者さんに対して「差別」や「差別的」な対応をしていないと思います
が、私たちは無意識のうちになんらかの「区別」をしてしまう可能性があることを心に留めておく
ことが大切だと思います。そして、その「区別」から、利用者さんへの態度・言葉使い・礼儀など
の支援の際の接し方が、命令調や指導的であったり、子ども扱いであったり、フレンドリー過ぎる
ことが出てくるかもしれません。これらがエスカレートすると、職員の優位性から利用者さんに言
うことを聞かせる・強引な支援をしてしまうなどの「不適切な支援」につながり、さらに「不当な
身体拘束」や「虐待」につながる危険性があります。
これらを防ぎ、利用者さんの尊厳を尊重した適切な支援や福祉サービスの提供を行うために
は、大府福祉会の倫理綱領・行動規範の遵守を、今一度徹底していくことが重要になってきま
す。私たちがこれらの意識を忘れなければ、虐待や不適切な支援が大府福祉会で起きることはな
いと信じています。

（文責：平林）

今回は異なる業種を経て、福祉業界で働いている職員をピックアップしてお話を聞きました。福祉業
界を選んだ理由、働き始めてからの感想、仕事を通して楽しいと感じること、日々の仕事を通して思う
ことなどを語っていただきました！！

「笑顔いっぱい」
たくと大府 小椋 大成
私は今までに数回転職をして、大府福祉会で働いています。以前は、飛行機の機内清掃、産業廃棄物
収集・運搬、ハウスクリーニングなど、主に清掃業をしてきました。
私が福祉の仕事に興味を持ったきっかけは、私の祖父が認知症になり施設に入ったことです。その時
ちょうど私は、転職活動をしていて、福祉関係の仕事を探していた所、大府福祉会の求人を見つけて、
「未経験者でも大丈夫」と記載されていたので応募しました。
入職当初はかなり不安でした。私は昔から人見知りで、利用者の方に上手く話せるか、思ったことを
しっかり伝えられるかなど心配でした。ですが、周りの方の身振り素振りを真似し実践することや、分
からないこと、困っていることがあれば先輩方がすぐ教えてくださるのでまだ働いて一カ月くらいです
が、毎日不安なく働けています。何より今までしてきた仕事の中で今が一番楽しいですし、人との関わ
り、とても責任がある仕事だと思うので、毎日やりがいを感じています。
そして私はこれから働いていく上で、常に意識したいことは毎日笑顔でいることです。私自身が笑顔
でいれば利用者のみなさんも自然と笑顔になり、気分も良くなり、また明日も施設に行きたいと思って
もらえるのではないかと思っています。これからも笑顔を意識して、今の利用者さんはもちろん、まだ
出会ったことのない人たちの笑顔を作っていける支援員になれるよう頑張っていきます。

「感謝の気持ちをお返しできるように」
本部事務局 久野 奈央子
大府福祉会に入職して、３年目になりました。普段私は事務員として事務所で利用者さんや職員の給
料の計算や経費の管理など、主にお金に関わる業務をしています。
入職する前はサービス業でお客様相手の仕事に携わっておりました。ネイリストとして勤務していた
頃は、技術を磨くために練習を重ね、いかに売上を上げるか、利益を伸ばすかが求められる職場でした。
そのような異業種で働いていましたが、福祉業界に興味を持ったきっかけは、出産、育児を経験して
からになります。地元である大府で子育てをしながら、地域のイベントに参加したり、子供会に参加し
たりと、また地域に関わるようになり、福祉のことがもっと知りたいと思うようになりました。
何の知識も経験もない状態で入職し、はじめは専門用語が全く分かりませんでしたが、事務で各施設
を訪問すると、利用者さんから「こんにちは！」
「どこから来たんですか？」
「お名前おしえてください！」
と、元気な声をたくさんかけていただき、こちらも元気をもらい、ほっこりした気持ちにさせていただ
きました。
そして今、業務で各施設をまわったり銀行や市役所に行ったりと、市内をまわる中で「とても充実し
た時間をすごさせていただいているな」と日々感じています。この感謝の気持ちをお返しできるよう、
毎日の業務を精一杯がんばり、頼られる事務員になっていきたいです。

寄付の
紹介

ボランティア募集

大府福祉会をのぞいてみませんか？

大府福祉会の各事業所では、ボランティアをしてくださる方を募集しています。
事業所によって、お手伝いしていただく内容が異なります。
また、時間帯についてもご相談にのりますので、お気軽にお問い合わせください。
☑必要なもの 問い合わせの電話をする勇気！
☑お問い合わせ
大府福祉会 事務局 TEL0562-85-5228 担当：本吉

募集

いっしょに働きませんか？

地域生活支援センター「そら」では、知的障がいのある方を支援して
いただくヘルパーさんを募集しています。ぜひ、一度お問い合わせください。
☑必要な資格
介護職員初任者研修・実務研修(修了者)・旧ヘルパー2 級・介護福祉士・看護師・准看護師
☑お問い合わせ
地域生活支援センター「そら」 TEL0562-48-7576 担当：国兼・杉浦

機関紙
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