
特別養護老人ホーム かんなびのさと特別養護老人ホーム かんなびのさと

　1989年にグループホーム（以下、ＧＨ）制度が始まり、施設に入所されていた
多くの利用者が地域のＧＨで生活されるようになりました。しかし、加齢とともに
病気・怪我・認知機能の低下など様態の変化が生じ、地域で生活する上での
課題となってまいりました。ケアプランセンターでは、ＧＨ入居者が安心して生活できるよう福祉用具の使用等介護保険
サービスの活用をご提案しておりますが、さらなる介護が必要になった場合にはＧＨでの生活は難しい状況となります。
　1995年に府立金剛コロニーに入所され、その後ＧＨへ地域移行されたＴさんをご紹介いたします。７０歳まで就労された
後、ゆっくり暮らしたいと施設見学・体験を経て、軽費老人ホームに入居されました。入居後もご友人と年数回沖縄や
北海道旅行を楽しまれていましたが、持病の悪化で日常的に介助や医療との連携が必要となり、特別養護老人ホーム
かんなびのさとを利用されることになりました。かんなびのさとには、金剛コロニー入所当時の馴染みの利用者や職員
がおり、得意の民謡や習字をして生活をエンジョイされています。
　当法人では、【入所施設→ＧＨ→特養】とライフステージに応じた支援場所が提供でき、利用者にとって安心できる
環境があります。これまで長く障がい者支援に携わってきたノウハウを活かして、障がいのある方が高齢になられても
安心して生活できるよう今後もサポートしてまいります。

ケアプランセンターかんなびのさとの取り組み
～グループホームから特養へ住まいを替える～
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新しい「当たり前」、戻りたい「当たり前」

　明光ワークスでは、職場内研修の一環として５月よりオンライン研修
「eラーニング」を実施しています。派遣予定だった外部研修会が相次
いで中止となり、法人内研修や事業所内研修の開催もままならない
状況の中、この機会を“好機”と捉え、「知識の獲得」「専門性の向上」「自己研鑽」等、個々
のスキルアップを図っています。５月中に全職員が受講し、評価は非常に“好評”でリピート
希望者もたくさん出ました。受講者は５月で延べ83人となり、研修で学んだことを実践で
活かしたり、職員のモチベーションアップにつながったりと“好影響”が生まれています。
　コロナ禍の中‶３好"をもたらしてくれたオンライン研修を、今後も積極的に活用して
いきたいと考えています。
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　この４月から、法人内事業所「かつらぎ」の就労継続支援Ｂ型事業
（もっと）が行っていた「特別養護老人ホームかんなびのさと」での
清掃とクリーニングの作業を引き継ぐこととなり、７人の利用者と２人の
支援員、２人の作業員もワークくみのきへ異動となりました。新しい場所
で初めての仕事に取り組まれる利用者もありますが、徐々に慣れて
スムーズに作業ができるようになってきています。
　新型コロナウイルス感染症が流行するなかで、感染予防のため通所自粛されている方に
ついては毎日電話連絡をさせていただいておりましたが、「早く仕事に行きたい」という声
も聞かれ、働く場所、そしてワークくみのきが利用者の皆さんにとって大事な場所なのだと
改めて実感しました。６月からは皆さんが揃い、やりがいをもって作業を行っています。

　新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中新しい
年度が幕を開けました。
　例年、一堂に会して行う新規採用職員の辞令交付式
や所属長会議等を中止し、感染の不安と闘う緊張感の
あるスタートとなりました。また、４月１日に感染の防止
と発生した時の対策検討及びリスクの軽減を図るため、
緊急事態対策会議を立ち上げて事態に即応し対策を
行ってまいりました。
　さらに、４月７日に国の緊急事態宣言が発出され
緊張感は一気に高まりました。大阪府においても４月
14日社会福祉施設等について通所又は短期間の入
所の利用者については、家庭での対応が可能な
場合にはサービスの利用自粛要請が出され、利用者、
ご家族に利用自粛の協力を求めることとなりました。
　そのような中で、全国的に障害者福祉施設など福祉
施設においても感染事案が複数発生し支援現場では
戦々恐 と々した状態が現在も続いております。
　特に、入所施設、グループホーム等生活支援を行う
現場においてひとたび感染者が発生しますと利用者の
生命に関わるとともに、日常生活に厳しい制限をかけ
ざるを得ず生活に著しい支障を来します。また、対人
援助を必要とする現場職員については高い感染リスク
にさらされながら業務に従事させることから、施設内で
感染が発生しないよう水際で防ぐための努力を日々
行う必要があります。
　幸い、本機関紙発行日現在法人内で感染は発生
しておりません。面会制限、利用の自粛等にご協力
いただいた利用者やご家族様、また、感染症への
不安が募る中で私生活に至るまで感染予防の徹底
に努め業務に従事していただいている職員のみなさま
に心からお礼申し上げます。
　５月25日をもって国の緊急事態宣言は解除された
ものの、今後、第２波、第３波の心配も拭えない中で
利用者の生命を預かることの使命を胸に刻み、気を
緩めることなく感染予防の徹底等を引き続き図って
まいりたいと考えておりますのでみなさまのご協力を
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お願い申し上げます。
　さて、当法人は設立50年を迎えました。
　思い返しますと、措置制度のもと府立施設運営を
ベースとした三十余年、利用契約制度の導入、総合
支援法の成立等制度が目まぐるしく変化する中で府立
金剛コロニーの再編整備と法人の自立民営化を進める
激動の十五余年、そして再編整備完了と自立民営化
達成とその後の数年、それぞれの時期に社会的要請
や利用者のニーズに応えるべく精一杯努力してまいり
ました。その歴史の記録と将来に向けての抱負を語る
50年誌が間もなくできあがります。みなさまにもお届け
させていただきますので、是非ともご覧いただき思い
出話に花を咲かせてあるいは当法人の将来に期待を
寄せていただければ幸甚です。
　今年度は、事務局組織を大きく変更し法人事務局
とは別に事業所の運営管理全般を所管する事業管理
室を新たに設置しました。このことにより法人事務局の
役割を明確にするとともに意思決定を迅速に行うこと
ができるものと考えております。
　その他、ＳＮＳの活用など人材確保を推進するための
取組み、高い専門性を求められる児童発達支援事業
の運営安定化を図るための組織再編、危機管理マニュ
アル及びＢＣＰ（事業継続計画）の見直し等法人の
安定経営のための取組みを重点的に進めてまいります。
　また、グループホーム利用者の高齢化や重度化に
対応するため入所施設等利用者の様態に応じた
適切なサービスへ繋ぐための再編を行っていくことと
しております。
　最後に、利用者やご家族の方々から「事業団の
福祉サービスを利用して良かった。」と実感していただく
とともに、職員が「事業団で働くことが出来てよかっ
た。」と思える事業団運営を目指し日々努力してまいり
ますので、みなさまのご支援をよろしくお願い申し上げ
まして年度当初のご挨拶といたします。
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「たゆみなく歩む」「たゆみなく歩む」 理事長　飯田 哲司
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［事業団理念］ ともに生きる心を育み ともに歩む社会の実現
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新人職員インタビュー

利用者は、一旦感染すると容易に重症化し救命は
困難となります。治療薬はいずれも治験段階で特効薬
はなく重症化を確実に阻止する方法はありません。
ワクチンも実用化には長期間かかります。したがって、
これからも施設内にウイルスを持ち込まないことが肝要
であり予防に全力を注ぐ必要があります。
　そのためには、まずは職員一人ひとりが罹患しない
よう最大限の注意を払うことが必要です。しばらくは
不自由ですが、ワクチンと治療薬が揃うまで、その
自覚と自制心をもって日常生活を送り職務に携わること
です。医療や福祉に従事する者が保持すべき矜持
であり当然の責務でもあります。
　面会制限など、ご家族には引き続きご協力をお願
いしてまいります。ウイルス
持ち込みのリスクを職員と
ご家族の結束力により軽減し
ていくことが何より重要です。

　4人に1人が75歳以上となり、医療・介護の需要が
高まることから社会保障費の増大や担い手不足が
懸念される2025年問題に備えて山積する課題への
対応が喫緊のものとなっているところ、新型コロナウイ
ルス感染症という大禍に見舞われています。事業団
唯一の医療施設であるすくよかにおいても、感染対策を
従前に増して強化し感染防止に努めているところです。
利用者のご家族にもご協力いただき、病棟内立ち入り
は不可とし、面会も制限し、施設内への立ち入りも
最小限にとお願いしてまいりました。
　幸い感染の第１波に対しては自粛の効果がみられ
５月25日には緊急事態宣言が解除されました。社会
活動が再開され「コロナと共存」しながら「コロナ禍
からの脱出」へと舵が切られました。
　しかし、障害者施設ではコロナとの共存はあり得
ません。ひとたびウイルスが持ち込まれれば、感染は
施設内の広範囲に及びます。重症患者や元々虚弱な

はじけるような笑顔でいっぱいになり、楽しいひと時
を過ごすことができました。
　イベント以外の取組みとしては、「早く学校に行き
たい！」という声に応えて心理室でしいのき学校を
開校しました。学校では、学習プリントによる学習
支援や運動、工作などを中心に授業を行っています。
子どもたちは、集中して勉強に励み元気いっぱいに
運動をして楽しんでいる様子です。
　今回ご紹介させていただいたように、職員全員で
子どもたちの「明るく、元気に、いきいきと」を第一
にこれからも支援を行ってまいります。

　大阪府立こんごう福祉センターしいのき寮の
子どもたちは、新型コロナウイルス感染症の影響
で大好きな学校や外出に行けず我慢の日々が
続いています。そんな我慢を強いられている子ども
たちのため寮ではさまざまなイベントや取組みを
実施しています。
　５月には、フリースロー大会や生活棟の庭での
バーベキューといったイベントを実施しました。
　フリースロー大会では、子どもたち全員が優勝
を目指して汗をかきながら一生懸命にシュートの
練習に励み、本番は真剣な眼差しと何とも言えない
緊張感に包まれました。子どもたちは、練習で培った
力を発揮して優勝景品を目指して頑張り、大会を
終えるとお菓子やジュースを楽しみながら互いの
健闘をたたえ合いました。
　また、バーベキューでは子どもたちと職員が
一緒になって企画・準備を行いました。当日は、
子どもたちがお肉や野菜をおいしそうに頬張る顔や

法人事務局（採用担当）

　令和２年４月１日、新たに 31名の正規職員が当法人の一員に加わりました。
その中から３名の新卒職員にインタビューを行いましたので、
一部を抜粋してご紹介いたします。

　新型コロナウイルス感染症の影響もあり、戸惑いも少なからずあったかとは思いますが、先輩職員
に温かく迎えられ早くも頼もしく成長している様子が見られたことに、採用担当者としては胸を
なでおろすとともに大変喜ばしい思いです。
　自らの成長が利用者の生活や社会をより豊かなものにし法人や福祉の発展にもつながっていくと
いう意識をもち、これからも日々の業務での気づきや想いを大切にしながら仕事に取り組めるよう
法人としても一丸となって新人職員をサポートしてまいります。
　今回ご紹介した職員がさらに成長した姿をお届けできる日が今から楽しみです。

コロナ禍を乗り切るためにコロナ禍を乗り切るために ―職員の自覚― ―職員の自覚―
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「つながりと育み」

 すくよか すくよか

大阪府立こんごう福祉センター しいのき寮大阪府立こんごう福祉センター しいのき寮

コロナに 　　　　子どもたち！コロナに 　　　　子どもたち！負けない負けない

予

防
しよう！

予

防
しよう！

すくよか
支 援 員  梅木 愛理

今は覚えることがたくさんあって、一日がすぐに終わってしまいます。
次々やることがあるのですが、「ほっ」とする時間もとれていて、
「いい忙しさ」「いい緊張感」で働けています。また、利用者に呼吸器
をつけていらっしゃる方がおられて、支援の一つひとつが命に関わる
ことなのだと強く感じました。

A

「すくよか」で働いてみていかがですか？Q

かつらぎ
支 援 員  
西 真吾

入職前は実際の支援の経験もないので、「自分にできるのか？」という
大きな不安がありました。しかし、「にじょう」で働いてみると、
忙しい中でも熱心に仕事を教えてくださる先輩職員の方々と出会え
ました。今は、「早く仕事を覚えて役に立ちたい！」という気持ちで
仕事をしています。また、大学時代からの友人が同じ職場で働いて
いることもあり、仕事の相談や共有もしやすく、とても心強いです。

入職前と入職後では、気持ちにどんな変化がありましたか？Q

にじょう
支 援 員  安田 貴輝

「かつらぎ」では、職場の良い雰囲気を先輩
職員がつくってくれていると感じています。
仕事についても、何でも教えてくれる先輩職員
がいます。自分からガンガン質問したり、先輩
の後ろについていき、仕事の様子を見せて
もらったりして勉強しています。

A

職場の雰囲気はいかがですか？Q

A

いい忙しさ、　  いい緊張感!

自分から

 学びに行く!

こんなに教えてもらっていいの？って思うほど熱心に教えてくれる先輩がいる!


