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５．効果・効率を考えた運営をし、経営の安定に努めます。５．効果・効率を考えた運営をし、経営の安定に努めます。５．効果・効率を考えた運営をし、経営の安定に努めます。５．効果・効率を考えた運営をし、経営の安定に努めます。

法人の理念法人の理念法人の理念法人の理念

１．心の通い合う支援を心の通い合う仲間が提供します。１．心の通い合う支援を心の通い合う仲間が提供します。１．心の通い合う支援を心の通い合う仲間が提供します。１．心の通い合う支援を心の通い合う仲間が提供します。

２．地域で住み慣れた生活を続けるための福祉拠点の役割を果たします。２．地域で住み慣れた生活を続けるための福祉拠点の役割を果たします。２．地域で住み慣れた生活を続けるための福祉拠点の役割を果たします。２．地域で住み慣れた生活を続けるための福祉拠点の役割を果たします。

法人の基本方針法人の基本方針法人の基本方針法人の基本方針

１．誰に対してもいつも笑顔で敬意を持って接します。１．誰に対してもいつも笑顔で敬意を持って接します。１．誰に対してもいつも笑顔で敬意を持って接します。１．誰に対してもいつも笑顔で敬意を持って接します。

２．利用者のひとりひとりの自立した暮らしを支えます。２．利用者のひとりひとりの自立した暮らしを支えます。２．利用者のひとりひとりの自立した暮らしを支えます。２．利用者のひとりひとりの自立した暮らしを支えます。

３．利用者や家族に納得していただけるサービスを提供します。３．利用者や家族に納得していただけるサービスを提供します。３．利用者や家族に納得していただけるサービスを提供します。３．利用者や家族に納得していただけるサービスを提供します。

４．情報公開を積極的に行い、透明性のある運営を行います。４．情報公開を積極的に行い、透明性のある運営を行います。４．情報公開を積極的に行い、透明性のある運営を行います。４．情報公開を積極的に行い、透明性のある運営を行います。
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特徴は？特徴は？特徴は？特徴は？

【周辺環境】

足立区西部地区に施設があり、近隣は舎人公園・西新井大師等があり主に住宅街となっている。日暮里･舎人ﾗｲ

ﾅｰの開通により、徒歩圏内に谷在家駅があり交通の便も良くなっている。また、周辺(谷在家･加賀・鹿浜)には都住

が多くあり高齢者や障害者の方が多いのが特徴で近隣の利用者が多い。

【施設ｻｰﾋﾞｽ】

事業概要通り、介護保険・障害福祉ｻｰﾋﾞｽ両方のｻｰﾋﾞｽ提供を行っている。施設/居宅/包括ｹｱﾏﾈ・各相談員・看護

師・理学療法士等ｾﾗﾋﾟｽﾄ・栄養士・ｻﾋﾞ管・支援員等多くの専門職が存在する。その為、それぞれの知識や経験を合

わせながらのﾌｫﾛｰも可能。障害福祉ｻｰﾋﾞｽから介護保険ｻｰﾋﾞｽへの移行も、事業所内ｻｰﾋﾞｽで対応可能なｹｰｽも

あり通い慣れた施設で移行後もｻｰﾋﾞｽ提供が可能。施設内1階にｶﾌｪも併設しており、地域の方達のご利用（交流）

や包括の介護予防事業も行っている。1施設で幅広い福祉ｻｰﾋﾞｽを提供しつつ、施設内外で地域の方達の福祉拠

点として機能する体制を整えている。福祉系専門学校・大学からの実習生の受け入れが多く、仕組みが整えば職員

の人材育成や職員定着につなげられる可能性を持っている。

大事にしていることは？大事にしていることは？大事にしていることは？大事にしていることは？

【ﾃｰﾏ：私たちは、全ての人に心のこもったｻｰﾋﾞｽを提供します】

1.法令や法人規定を遵守(ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ)し、福祉ｻｰﾋﾞｽ活動を実施します。

2.利用者の個々の価値観や生活習慣に配慮し、個人の尊厳を大切にします。

3.利用者の自己決定と選択を尊重し、利用者本位のｻｰﾋﾞｽを提供します。

4.ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰに配慮し、精神的負担がかからないｻｰﾋﾞｽを提供します。

5.地域で自分らしく自立した生活が送れる様に支援するｻｰﾋﾞｽを提供します。

6.利用者の意図や希望を理解し、ｻｰﾋﾞｽ計画を作成し、ｻｰﾋﾞｽを提供します。

7.利用者が安心して生活ができるよう、ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを徹底します。

8.第三者による施設ｻｰﾋﾞｽに対する適正な評価を行い、施設運営・施設ｻｰﾋﾞｽに反映させます。

何の事業をしているの？何の事業をしているの？何の事業をしているの？何の事業をしているの？

●特別養護老人ﾎｰﾑさくら(2階：23名、3階37名)

●短期入所さくら(2階：5名、3階：7名)

●ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰさくら(一般型通所介護＋予防[定員20名]・認知症対応型[定員12名]通所介護＋予防)

●居宅介護支援事業(介護支援専門員2名[担当80名])

●地域包括支援ｾﾝﾀｰ鹿浜(職員6名[介護支援専門員4名・社会福祉士1名・保健師1名])

◇障害者支援施設かえで(施設入所支援10名[区枠9名＋都枠1名])

◇短期入所かえで(2名)

◇生活介護かえで(入所支援対象10名＋通所10名)
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                          施設長はどんな人？施設長はどんな人？施設長はどんな人？施設長はどんな人？

【介護感・Heart　to　Heart】

・「利用者第一」「法人理念」等、大事にしている考えが周囲に浸透してい

る。

・法人に関わる職員全員を誇りに思っている。法人内の各施設長の個性を

把握され、法人を盛り立ている。

【気配り】

・何気無いやり取りの中で、狛江工房の紙袋制作に必要な英字新聞を届け

たり気配りがある。

【情報伝達】

・浅く広く管理するﾉｳﾊｳがあり、部署ごとに伝達するキーマンと連携しなが

ら管理されている。

【舵取り・基盤作り】

・施設長が常務理事の為、常に法人の軸に合った方向に向ける。

・看護師資格がある為、看取りケアの判断が早い。他に、社会福祉士・精神

保健福祉士等数多くの福祉系資格を取得しており幅広い視野で福祉ｻｰﾋﾞｽ

の舵取りを行っている。

・法人全体で、一昨年から人材確保を課題と考え取り組みの一つとして人

材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを始動される。給与規定の改定により幅広いニーズに答え

る雇用を検討される等、福祉分野が抱える課題に取り組まれている。

【地域交流・福祉拠点】

・カフェスペースを作り、入所者・地域・関係者に開かれた場所で地域との

交流の場になる様に環境設定をされ福祉拠点としての意識を早くから持た

れている。

インタビューを終えて　～メンバーより～インタビューを終えて　～メンバーより～インタビューを終えて　～メンバーより～インタビューを終えて　～メンバーより～

・施設長自身がとてもさくらという施設を好きで、誇りにされているのが伝わ

りました。法人全体の管理者の立場として、人材育成・確保や各事業所の

現在の課題や状況を踏まえ、現場からの意見にも積極的に耳を貸してくだ

さいました。

・「法人の職員は誇り」という言葉が大変印象深く、大切にされている感じが

伝わりとても嬉しく感じました。

・施設長として常務理事として法人全体の把握に努められている一方で、

主任や課長を支えながら要所で現場に入り、各事業所の強みを他の事業

所へ活かし、法人全体を良くしようとされている想いが感じられました。

新井新井新井新井

ああああ らららら いいいい

　　　　五輪五輪五輪五輪

いいいい わわわわ ここここ

子　施設長子　施設長子　施設長子　施設長
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障害者支援施設みずき障害者支援施設みずき障害者支援施設みずき障害者支援施設みずき

東京都エリア（都下含む）の30名以上規模の療護施設で４番目に設立。

東京都で初の民立・民営の障害者支援施設（旧療護）。４ユニット構成の平屋、バリヤフリー建築

で、居室は全室個室、同性介助を基本としており、プライバシーにも配慮した対応に努めている。

重度で医療ニーズの高い方に対し、一定の生活保障が出来るように支援している。中でもＡＬＳ患

者の受け入れ枠が2床ある事や難病等の疾患の方々も多く受け入れており、その時々でご利用者

に向き合う努力をしている。

　毎日の生活では、生活されるご利用者に対して、日常生活に必要な食事・排泄・入浴等の介護、

保健衛生や軽易な内科診療、外部受診や入院等の対応、様々な日中活動（趣味、芸術、創作、リ

ハビリ、外出、自立支援等々）を実施している。

地域との連携について、立地環境的に難しいところではあるが、近隣住民の方や障害当事者の方

などニーズがある方に対し、施設の機能を還元できるようにしている。

理念の実現に向かって以下の課題を設けている。

①重度化、高齢化、医療ニーズの高まり

②権利擁護

　　　職員の主体性を高める、みずき利用者の苦情はみずきで解決（信頼関係）、外部の目も必要

③人材確保、定着、育成（採用活動、人材育成プログラム）

　　　みずきが求める人材像

　　　ⅰ．失敗しながら成長する人

　　　ⅱ．互いに思いやれる人（ご利用者、職員、誰に対しても）

　　　ⅲ．あきらめない、でもがんばりすぎない人

④地域生活支援（自立支援・地域移行・地域交流等）

大事にしていることは？大事にしていることは？大事にしていることは？大事にしていることは？

1.ご利用者の生命と身体の安全が守られ、安心が提供されるように努めます。

2.ご利用者の日常生活の自立と社会生活の自立が実現されるように支えます。

3.多職種からなるチームにより、介護、医療、日中活動など提供するサービス内容を立案します。

4.サービスは個別支援計画に明記し、ご利用者に説明の上、同意を得ながら提供します。

5.周辺地域の機関、団体、個人と施設が交流し、様々な方法で施設が地域に貢献できることを目

標とします。

何の事業をしているの？何の事業をしているの？何の事業をしているの？何の事業をしているの？

生活介護Ⅰ　 　　　　定員32名（東京都全域を対象)

施設入所支援　 　　 定員32名

生活介護Ⅱ           定員20名  （近隣の府中、三鷹、調布市が対象）

短期入所  　　　　　　併設型2床

市委託型緊急一時　3市（府中・調布・三鷹）各1名

日中一時支援　    　定員1日2名(重心に特化した方）

特徴は？特徴は？特徴は？特徴は？
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                          施設長はどんな人？施設長はどんな人？施設長はどんな人？施設長はどんな人？

①新しいことにチャレンジすることが好きで、みずき入所・通所の支援員、こ

まえポンテの所長を務める中で、責任の重さを日々感じながらも、何かあっ

たらというのではなく、利用者のニーズに応えるために何をやるかが自分の

果たす責任だと意識している。

②利用者のニーズに対し、その実現に向けてへこたれずに前に進んでいく

力がある。また、実現に向かうにあたり、リスクや制度的なこと、職員体制な

どを考慮し、バランスを大切にしながら物事が進んでいくようにしている。

③職員を引っ張っていくのではなく、連携を大切に思っている。職員の意見

を大切にされるスタイルのため、職員が相談をしやすく、自分の意見を伝え

る上できちんと考える意識をもてるようになっている。

インタビューを終えて　～メンバーより～インタビューを終えて　～メンバーより～インタビューを終えて　～メンバーより～インタビューを終えて　～メンバーより～

・障害者支援施設として、重度の医療ニーズの高い利用者を受け入れるた

めの体制整備等、施設長は静かに、力強く、新しいことにチャレンジしていく

責任感を感じました。

・味の素スタジアム・警察学校・飛行場・公園等、様々な施設の中にあるが、

府中市という土地柄か緑の多い印象を受けました。障害者支援施設という

ことで、特養や有料とは違った設備や環境設定が印象的でした。施設長は

とても穏やかに話をされ親近感がわきました。言葉の一つ一つから利用者

や職員のことを考えていることが伝わり、人に考えや人間性を伝えることは

言葉だけではないことを学びました。

徳武徳武徳武徳武

とととと くくくく たたたた けけけけ

　　　　孝孝孝孝

たたたた かかかか しししし

　施設長　施設長　施設長　施設長
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介護付有料老人ホームリブインさくら介護付有料老人ホームリブインさくら介護付有料老人ホームリブインさくら介護付有料老人ホームリブインさくら

大事にしていることは？大事にしていることは？大事にしていることは？大事にしていることは？

①生活の全体像を大切にし、個人の状況に応じた質の高い食事や快適な入浴の提供はもちろん

のこと、クラブ活動や各種イベント、外出支援等を通して、生きがいと自身を感じられるような生活

の場作りを目指します。

②生活の質が可能な限り維持されるケアを目指します。それぞれの生活習慣やリズムを

尊重し、自立的な生活への意欲が損なわれない支援を目指します。

③提携医療機関や訪問診療の体制を整え、質の高い医療介護の環境作りを目指します。

何の事業をしているの？何の事業をしているの？何の事業をしているの？何の事業をしているの？

特定入居者生活介護

特徴は？特徴は？特徴は？特徴は？

①居室が一人部屋で個別支援が行える。また入浴も個別支援なので密に接する事が

できる。

②外出活動が買い物、喫茶外出、誕生月外出など合わせ月７～８日設けられご入居者の方が万

遍なく参加できるように配慮している。

③日中は２名以上の看護が在住、夜間は緊急時オンコールで看護に連絡でき緊急対応ができ

る。

④毎年、防災訓練を行なっている。また、昨年の自衛消防訓練審査会女子の部で金賞をとる。

⑤大手の有料老人ホームには広報などでは勝てないので、外側を良くするのではなく余暇の強

化など内側を良くして他の有料老人ホームとの差別化をしている。

⑥職員全員に役割(委員会など)を与えることで、責任を持ち一人一人が意識しそこから職員同

士・他の職種の協力や成長に繋がり、ご入居者に対する接し方など質の向上に繋げている。

⑦居室が個室でクローゼットやトイレも完備し個別支援を行なえる。また、家具なども持ち込みが

出来るぐらい広く生活感を出せる。照明などにも気を使い明るく清潔感もある。
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伊伊伊伊

いいいい

藤藤藤藤

とととと うううう

　　　　剛剛剛剛

ごごごご うううう

　施設長　施設長　施設長　施設長

施設長はどんな人？施設長はどんな人？施設長はどんな人？施設長はどんな人？

･現場業務に入ることでご入居者の近い視点で運営を見ている。

・職員の育成法に独自の考えがあり、新人職員を育成する側の職員を育成

するように配慮している。また辞めて行く職員が社会人として次に活かせる

ような育成法でもある。

・一つの議題に施設長だけでなく相談員や課長など他者の意見を取り入れ

考案している。

・他の部署からの経験を生かし、現在の運営に役立ている。

・視野が広く、世間のニュースなどを敏感に察知、良い物は取り入れ危険な

事はしっかり押さえている。

インタビューを終えて　～メンバーより～インタビューを終えて　～メンバーより～インタビューを終えて　～メンバーより～インタビューを終えて　～メンバーより～

・住宅街の中にある施設で、居室・リビング・浴室・廊下等すべてが家庭的な

雰囲気でした。施設長の考えが軸となり、職員にしっかり浸透している印象

を受けました。何より目と言葉に力があり、説得力のある施設長でした。

・施設を訪れる人に安心感を与えるような雰囲気作りを大切にしているの

が、玄関を入った時に伝わりました。職員全員が責任を持って日々の業務

を行っていけるよう、業務分担の仕方を工夫されていることがとても勉強に

なりました。

・人材育成について特に力を入れていると感じました。現場に入りながら職

員とのコミュニケーションを大切にされ、その中で力量に応じた役割や責任

を持たせており、組織としても分かり易いだけでなく、人が育つシステムが

構築されていると感じました。

・常に様々な情報を集め、時代を先取りした考えを持っている印象を受けま

した。サービスに対しての意識が高く。施設環境はもちろん、職員教育にお

いても徹底していると感じました。
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・8事業を展開する中で、各事業の運営は以前の事業所時代から引き継いだ歴史や特色を活か

し、それぞれが任せられる人材によって運営されている。各現場に責任を持たせることによって

現場のモチベーションに繋がっている。

・通所支援（生活介護、就労支援Ｂ型）から、地域生活支援（相談支援、ＧＨ、ＣＣ、日中一時）　ま

で、地域生活をトータルでサポートできる事業がある。

・狛江という狭い地域だからこそのメリットを活かし、ご利用者一人一人に合わせた多種多様な

サービスを選べる強みがある。

大事にしていることは？大事にしていることは？大事にしていることは？大事にしていることは？

特徴は？特徴は？特徴は？特徴は？

こまえエリアこまえエリアこまえエリアこまえエリア

住み慣れた地域で暮らし、通いなれた場所に通う。そんな当たり前の願いを支援していきます。

いつも本人を中心に、ご利用者の幸福・納得・満足を追求していきます。ご利用者一人ひとりの

個性、障害特性を深く理解し、個別支援計画に沿って一人ひとりが必要としている支援を行ない

ます。また自立した一個人としての生活という視点でご利用者を捉え、やりたいことなりたい自分

に向かって自分の意思で選択、決定、行動できるよう支援します。

何の事業をしているの？何の事業をしているの？何の事業をしているの？何の事業をしているの？

生活介護：こもれび（定員１３名）、こだち（定員１３名）、ポンテ（定員２０名）

就労継続支援Ｂ型：もえぎ（定員14名）

相談支援：相談支援センターみずき

居宅介護：みずきケアセンター狛江

重度訪問：みずきケアセンター狛江

移動支援：みずきケアセンター狛江

日中一時支援：みずきケアセンター狛江（定員２名）

共同生活援助：パンダ（定員５名）
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大仁田大仁田大仁田大仁田

おおおお おおおお にににに たたたた

　　　　妙子妙子妙子妙子

たたたた ええええ ここここ

　所長　所長　所長　所長

               所長はどんな人？所長はどんな人？所長はどんな人？所長はどんな人？

介護職から積み上げていったことから、現場の経験を兼ね備えている。

利用者を楽しませ、利用者に親近感を覚えてもらえるように配慮されてい

る。

地域との繋がりが強く、イベントなどにも自ら参加し、狛江の事業のアピール

を積極的に行なわれている。

インタビューを終えて　～メンバーより～インタビューを終えて　～メンバーより～インタビューを終えて　～メンバーより～インタビューを終えて　～メンバーより～

・複数の事業を展開しており、それぞれにしっかり任せられる人材を配置し、

共に行っていく姿勢を持ちながら、時には一歩引いた形で現場に入ること

で、バランスを保っている。一か所で見切れない大変さがあり、相当気苦労

も多いと感じました。

・統括所長として覚悟や責任を持ち、自身の出来る範囲を意識しながら現場

をサポートされており、職員や利用者にとって身近に感じ、フラットに話がで

きる人柄でした。

・複数の事業所それぞれに、特色や歴史があるのを感じました。作業所の

利用者と職員の協力関係がしっかりできており、自分の施設でも活かしてい

きたいと思いました。

・狛江市内に事業所が点在しており、どの事業所も地域に違和感なく存在し

ており歴史を感じることができました。また、運営の工夫の中で生活介護に

も作業所の流れが盛り込まれており、事業所のベースが活かされておりまし

た。所長は支援員からキャリアを積んでおり、利用者支援を第一に考えてい

ることが伝わった。現場に入ることで、経営者として事業所に必要なことを考

えたり、自分の考えを伝えたりすることで、管理者としての立ち位置が事業

ごとに違って良いということを学びました。
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各事業所では共通する課題があったり、事業所の特色に合わせた様々な考え方や工夫がありま

した。そこには法人理念をベースにしながらも施設長の想いが事業所の個性として現れており、

自分の仕事や自分の事業所でも取り入れたいことが沢山ありました。交流としては年数回であっ

たが、意見交換や食事を食べに行くなどする中で、他メンバーのキャラクターや仕事に対する想

い（悩み）などを知れて、とても励みになりました。一般の職員も含めて、各事業所間の交流が増

えることで、現場レベルでの意識の向上や視野の広がりが期待でき、それにより法人全体でサー

ビスの質が上がれば、よりご利用者の生活が豊かになり、社会貢献にもつながるのではと思いま

す。

古澤　利樹（ふるさわ　としき）/有料老人ホームリブインさくら　介護リーダー古澤　利樹（ふるさわ　としき）/有料老人ホームリブインさくら　介護リーダー古澤　利樹（ふるさわ　としき）/有料老人ホームリブインさくら　介護リーダー古澤　利樹（ふるさわ　としき）/有料老人ホームリブインさくら　介護リーダー

リーダーになり日も浅く、駆け出しの中での作業部会の参加でした。最初は戸惑いもありました

が、一番年下なので、少しばかり背伸びをしてもフォローをしてもらえ、段々と気兼ねなく参加でき

るようになりました。中でも自分の施設の施設長からの本心？を聞けたことがとても業務を行って

いく上での活力となりました。普段なら関わらない方達との話し合いは新鮮でした。まだ視点や疑

問点に関することが未熟なので、ためになる話が多かったです。緊張や気恥ずかしさはありまし

たが、終わってみると良い交流でした。法人について具体的な部分がわからなかったので、特に

意識はしていませんでしたが、リーダーとして足立邦栄会を支えられるようにしていきたいです。

自分なりにも、もう少し勉強が必要だと思いました。

菅原　隆洋（すがわら　たかひろ）/こまえ工房もえぎ　主任生活支援員菅原　隆洋（すがわら　たかひろ）/こまえ工房もえぎ　主任生活支援員菅原　隆洋（すがわら　たかひろ）/こまえ工房もえぎ　主任生活支援員菅原　隆洋（すがわら　たかひろ）/こまえ工房もえぎ　主任生活支援員

法人全体の各事業所を廻って、他事業についての知識の把握、理解を広げることができました。

現場職員のモチベーションの維持、責任の持ち方など、自分自身考えさせられたことを、自身の

事業所に持ち帰り、日々の運営に役立てていきたいと思います。当初は年間を通して、このよう

な重責が務まるのか正直不安でいっぱいでしたが、プロジェクトメンバーの皆さんと知り合い、作

業を進めていく中で情報の共有はもちろん、運営面での悩み等も話し合える機会が与えられ感

謝しています。地域によって全く別の事業を展開する足立邦栄会ですが。各地域ごとの職員同士

の交流などを今後発展させていき、法人の強みになるような人材育成、人材確保に力を入れて

いくことが、法人のねらいとしていることが伝わりました。このような機会を設けることで、各現場

からの声を上げていきやすい環境を整えていただき、各事業所の現場職員の働く意欲の向上こ

そ、質の高い支援の提供につながることが大切だと考えていただける法人が足立邦栄会という

法人であると感じました。

井川　大輔（いがわ　だいすけ）/障害者支援施設みずき　専門支援室サービス管理責任者井川　大輔（いがわ　だいすけ）/障害者支援施設みずき　専門支援室サービス管理責任者井川　大輔（いがわ　だいすけ）/障害者支援施設みずき　専門支援室サービス管理責任者井川　大輔（いがわ　だいすけ）/障害者支援施設みずき　専門支援室サービス管理責任者

作業部会を終えて

作業部会メンバーからの感想作業部会メンバーからの感想作業部会メンバーからの感想作業部会メンバーからの感想

高島　逸巨（たかしま　はやみ）/障害者支援施設みずき　入居支援課長高島　逸巨（たかしま　はやみ）/障害者支援施設みずき　入居支援課長高島　逸巨（たかしま　はやみ）/障害者支援施設みずき　入居支援課長高島　逸巨（たかしま　はやみ）/障害者支援施設みずき　入居支援課長

同じ組織でも他事業所の事は何も知らなかった事と、知ろうとしていなかった事に気付かされた

今回のプロジェクトでした。今まで自分の働いている事業所（みずき）の事だけの世界観で仕事を

してきましたが、他事業所の施設長やプロジェクトメンバーの話を聞く中で、それぞれに合ったや

り方や考え方は当然あるのですが、参考になることやみずきでもまねたいと思うことが沢山ありま

した。改めて組織運営の大切さ、仲間の大切さを学ぶ事ができ、非常に有意義な研修でした。今

後もっと色々な事を法人内で共有できればと思います。
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ファシリテーターとして、不安のなか必死に走り続けた一年間でした。幸いなことに、作業部会の

メンバーはしっかりとした思いを持ったかたが集まっていて、自分から様々なことに興味を持って

参加されていました。部会は回を重ね、話し合いをしていくなかで、よりメンバーの自主性が発揮

されるないようになり、つたないファシリテーターとしては、とても心強く感じていました。また、ご協

力いただいた、施設長、所長ならびに各施設の方々の力が借りられなければ成り立たない部会

でもありました。各事業所の雰囲気が少しでも伝わればいいなと思っています。一年間ありがとう

ございました。

佐久間　友弘（さくま　ともひろ）/特別養護老人ホームさくら　高齢地域課通所介護責任者佐久間　友弘（さくま　ともひろ）/特別養護老人ホームさくら　高齢地域課通所介護責任者佐久間　友弘（さくま　ともひろ）/特別養護老人ホームさくら　高齢地域課通所介護責任者佐久間　友弘（さくま　ともひろ）/特別養護老人ホームさくら　高齢地域課通所介護責任者

他施設の見学と施設長の話が聞けるという作業部会のため、期待値の高いところからスタートし

ました。反面、参加職員の役職や支援者としての経験や知識が部会に参加するレベルにあるの

かという不安もありました。回を重ねるごとに、施設長訪問に関する工夫や取り組みの改善が自

然と生まれてきて意識が高められました。部会の中で交流が進むにつれて、法人内に期待する

ことや各事業所ごとの課題も交換することができて、自身の経験についても自信につなげること

ができました。各事業所の役職者が集まっており、法人運営に役立つことや期待できる話も出て

おり、次年度以降の部会で掘り下げることに可能性を感じました。部会を通して、足立邦栄会が

立ち上げ後に少しずつ事業拡大をしていく中で、それぞれの事業所ごとに成長してきたことを感

じました。法人として基盤を作っていくために、人材育成プロジェクトの役割や機能も変化していく

必要があると思いました。

ファシリテーターからの感想ファシリテーターからの感想ファシリテーターからの感想ファシリテーターからの感想

佐竹　隆一（さたけ　りゅういち）/特別養護老人ホームさくら　生活相談員主任佐竹　隆一（さたけ　りゅういち）/特別養護老人ホームさくら　生活相談員主任佐竹　隆一（さたけ　りゅういち）/特別養護老人ホームさくら　生活相談員主任佐竹　隆一（さたけ　りゅういち）/特別養護老人ホームさくら　生活相談員主任

未熟ながらファシリテーターとしてこの作業部会に参加していましたが、メンバーとのやりとりや施

設長訪問を経て、メンバーとともに成長できた一年間でした。最初は作業部会をうまく形にしなけ

ればいけないという使命感のなかでとても不安でしたが、回数を重ねるごとにメンバーの皆さん

の頼もしさを感じ、とても助けられました。普段お会いすることの少ない施設長や所長から直接話

を聞くことができたことはもちろんですが、各事業所から選抜されたメンバーとの交流が今回の成

果に大きく影響したと考えています。来年度の人材育成プロジェクトはどういう形になるかまだ検

討中ですが、今年以上の成果を上げられるように、頑張りたいと思います。

近岡　真佐人（ちかおか　まさと）/こまえ工房　所長代行近岡　真佐人（ちかおか　まさと）/こまえ工房　所長代行近岡　真佐人（ちかおか　まさと）/こまえ工房　所長代行近岡　真佐人（ちかおか　まさと）/こまえ工房　所長代行
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高島　逸巨（みずき）

菅原　隆洋（こまえ）

井川　大輔（みずき）

平成２７年度　人材育成プロジェクト平成２７年度　人材育成プロジェクト平成２７年度　人材育成プロジェクト平成２７年度　人材育成プロジェクト

施設長訪問作業部会施設長訪問作業部会施設長訪問作業部会施設長訪問作業部会

足立ブロック

佐久間　友弘（さくら・かえで）

古澤　利樹（リブインさくら）

多摩ブロック

平成２８年５月２３日　作成

小野　瑞枝（みずき）

野崎　建治郎（リブインさくら）

近岡　真佐人（こまえ）

佐竹　隆一（さくら・かえで）
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