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第三者評価結果踏まえ、新年度へ
足立邦栄会常務理事、多摩ブロック長、みずき施設長 徳武 孝

今年度みずきは、「特定非営利法人メイアイヘルプユー」を評価機関として第三者評価を受審しま

した。

評価結果については、ホームページ（とうきょう福祉ナビゲーション＝福ナビ）にて公開されます

が、今回は3月13日（月）に、メイアイヘルプユーの評価担当者にみずきに来ていただき、通所ご利

用者向け、入所ご利用者向け、職員向けの報告会を、3回に分けて開きました。報告会の様子は

Zoom録画し、出られなかった方もYouTube（限定配信）で視聴できるようにしています。

今回は「障害者支援施設みずき」と「短期入所みずき」の二つの評価を同時に受けました。誌面の

関係で、今回は障害者支援施設の評価結果の中の、「特に良いと思う点」と「さらなる改善が望まれ

る点」を紹介します。

○特に良いと思う点

1.社会貢献を課題として「カフェ」を再開し、地域の人たちとの交流の場づくり、自主製品の展示・販

売など、地域の人たちに活用されている

2.詳細な利用者支援マニュアルと専門職の指導により、安心・安全な支援に努めている

3.利用者の状況や介助方法の理解のために、居所（家庭、病院、施設）を多職種で必ず訪問し、目で

見て確認することを重視している（利用開始時）

○さらなる改善が望まれる点

1.理念・基本方針、経営層の役割、各会議の検討内容などの職員への周知についての自己評価は低

率で、取り組みの充実に向けた検討を期待する

2.職員の定着率が低く、チームづくりや支援上の専門性の獲得が課題ある。チームリーダーの育成

に取り組んでいるので、その成果を期待する

3.マニュアルの見直しは、担当部署を決めたが、まだ不十分であると言える。確実性を期した

PDCAの取り組みを期待する

このうち改善点の1.については、リーダー層・一般職層とも自己評価の肯定率が低く、組織的な取

り組みの重要性についてもアドバイスをいただきました。確かに現在のみずきは、管理職層は伝え

たいことが伝わらないと思い、一般職層は現場の頑張り・思い・課題などが理解されないと思い、

そして間に立つリーダー層の納得感も高まらない、そんな状況があるのだと思います。

このことを踏まえ、次年度は事業計画のテーマとして「伝える、伝わる」を掲げます。まずは熱量高

く思いを伝えていくこと、双方向のコミュニケーションを納得できるまで行っていくこと、そういう

当たり前のことを強く意識したいと思います。私が煩わしそうにしてたり、眉間にしわが寄っていた

りしていたら、ぜひ喝を入れてください。

第三者評価とは

※第三者評価とは、社会福祉事業の経営者の提供するサービスの質

を当事者（事業者及び利用者）以外の公正・中立な第三者機関が、専

門的かつ客観的な立場から評価するものです。

第三者評価の主な目的は以下の二点です。

①福祉サービス提供事業者が事業運営における問題点を把握し、福

祉サービスの質の向上に結びつける。

②福祉サービス第三者評価を受けた結果が公表されることにより、

利用者の適切なサービス選択に結びつける。

評価方法は、書面調査（事業者による自己評価）、評価調査者による

訪問調査、アンケートや聞き取りなどにより利用者の意向を把握する

利用者調査の三つで行ないます。
掲載写真：みずき正面入り口桜前



～お知らせ～

ホームページをリニューアルいたしました
～しあわせな未来に向けて～

理事長 新井 五輪子

社会福祉法人足立邦栄会は、平成12年より社会福祉事業を運営しております。設立当初から現在までの間には、社会福祉

事業は様変わりし、医療法人、株式会社など新たな法人形態で社会福祉事業の参入が可能となりました。社会福祉法人も行

政からの委託を受け、行政に代わって福祉サービスを提供するというこれまでの立場から、自ら経営を行う事業者の立場へ

変換しなければならない時代となっています。

足立邦栄会は、地域からの期待に応える形で、足立区で７事業所から運営を開始し、現在では府中市、狛江市と合わせ24

事業所で、高齢者、障がい者の事業運営を展開しております。それぞれの事業所では、ご利用者、地域の特徴を踏まえた運

営を行い、障がい児から高齢者まで幅広い対象の方々の支援をさせていただいております。設立より22年経過した今、多

様化・複雑化している福祉ニーズなどの時代の流れに対応することや、ご利用者、地域の幅広いニーズに応えるためには、

足立邦栄会は未来に向けて進化していかなくてはなりません。

そこで、平成31年、ビジョン2023（法人中長期計画2019～2023）を策定いたしました。組織体制及び財政基盤を強化

し、法人としての強みを活かしていくことで、法人に関わる全ての方々にとっての「幸せを実感できる共生社会」の実現を目

指していくことを掲げました。

ビジョン2023では、２年度目に足立邦栄会20周年記念事業「Fes.2020」を開催し、「事業所から法人へ」をスローガン

に、6つの目標とそれを達成するため笑顔チーム、ランドマークチーム、組織チーム、食チーム、育成チーム、情報戦略チーム

の6つのチームを編成いたしました。

現在では、財務チーム、新卒採用チーム、キャリアアップ採用チーム、人事考課推進チーム、DokiDoki♡2023が加わり、

11チームがビジョン2023の実現にむけた活動を行っております。

令和5年度は、ビジョン2023の最終年度を迎えます。最終年度の目標は、「事業所から法人へ」のスローガンを進化させ、

「どこの事業所も元気に溢れ、元気のお裾分けができる法人へ」なることです。それに伴い、令和5年1月21日（法人設立記

念日）、ビジョン2023の11のチームは、人財部（育成チーム、新卒採用チーム、キャリアアップ採用チーム、人事考課推進

チーム）、情報マーケティング部（ランドマークチーム、情報戦略チーム）、財務部（財務チーム）へ統合し、法人本部組織を構成

します。また、組織チームは経営会議として足立邦栄会の司令塔となります。そして、ご利用者支援の要となるのは、笑顔

チーム、食チーム、DokiDoki♡2023です。各部と連携、協働し、関わる全てのひとたちに笑顔を届けるサービスづくりを

継続いたします。

これを記念し、足立邦栄会ではホームページをリニューアルいたします。それぞれの事業所で管理していたホームページを

統合し、情報発信の一元化を図ります。新しいホームページでは、地域・福祉業界のランドマークとなることを目指して、法人

の取り組みや姿勢（強み）を内外に発信し、ご利用者のしあわせと地域の安心と職員の“誇り”につなげることで、地域・社会

の豊かさを創造していきます。足立邦栄会の情報発信が、明るい未来の一助となるようホームページを更新してまいります

ので、多くの方々にご覧いただけますよう、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

令和5年1月21日

足立邦栄会HP
https：//www.houeikai.gr.jp
こちらより、新ホームぺージにアクセスできます。



新年度に向けて
入居支援課 瀬川彩奈

令和4年4月からマネージャーとして入居支援課に異動となりました瀬川です。

みずきに入職してからの十数年、みずき内での異動を繰り返し、久しぶりの入居支援課です。

令和４年度は、コロナ禍で一定の制限があるものの、感染対策をとりつつ外出が出来るまでになり

ました。先が見えず沈む気持ちから、ゆっくりでも当たり前のことができるようになっていく生活に

ささやかながら幸せを感じていましたが、年末から入居棟内でご利用者、職員の感染が続き、令和

5年の始まりは波乱の幕開けとなりました。

介護者の共有、居住をともにする生活における感染拡大防止対策として、身体介護以外の全ての

活動を止めさせていただき、介助は最小限の接触で行うというご利用者の皆様にはこれまでにな

い制限をかけさせていただいた約2か月でした。

「制限のある生活は、感染リスクの面から言えば必要かもしれないが、今を生きる為に必要なこと

までも制限された生活を送ることは辛いものだ」と辛い気持ちを吐露されるご利用者もいました。

不安定な職員体制で緊張と身体的な疲労を抱えながら介護をする職員にとっても、厳しい時でし

た。

５月にはコロナに対する取扱いが変わると言われています。令和５年度は、「心も身体も健康で笑

顔で過ごせる生活を送る」には、コロナとどう付き合ったらいいのだろうかとこれまで以上に考え

させられる１年になるのではないでしょうか。

以前のような生活に戻るにはまだまだ時間がかかると思いますが、恐れることを大事にしつつ、

「溢れる程に溜まったやりたいこと」を少しずつでもやり始める一歩を踏み出していきたいと強く

思っています。

掲載写真：レジデンス棟 ユニット



初詣：近隣の神社へ

書初め

鏡開き

宝探し

近隣大学のフィスティバル参加



新年度に向けて
通所支援課 井川大輔

みずき通所支援課は令和4年度、コロナ禍においてもご利用者・ご家族のご協力のもと、日々の日

中活動や季節を感じられる行事などについて、感染対策を徹底したうえで安全に実施をすること

ができました。新年度については、コロナ禍一定の収束を見据えて、外出やみずき敷地外での活動

を含め、ご利用者お一人お一人の意向に添える支援を提供できればと思います。わたくし自身、コ

ロナ禍真っ只中の令和3年6月に入居支援課より異動して来たため、通所支援課のコロナ禍以前の

本来の姿を早く取り戻したいという思いや、ご家族に対しても、未だに直接ご挨拶できていない方

が多くいらっしゃることから、現在休止している家族懇談会の再開含め、ご家族も含めた交流の機

会を作らせていただければと考えています。

さて、新年度に向けて冒頭に長々と書かせていただきましたが、通所支援課の取り組みの軸は「ご

利用者の権利擁護」に尽きると思います。

ご利用者支援の視点で考えるとご利用者に寄り添い、ご利用者を理解しようとする姿勢です。ご

利用者が直接言葉で表されることについても、言葉の背景や真意を確認していくことが大切です

し、言葉での意思表出が難しいご利用者に対しては、ご利用者の表情の変化や仕草などの特性、ご

家族や他事業者によるご利用者への関わりや想いを確認する中で、ご利用者の意向をみんなで共

有し、支援に反映していくことが大事だと考えます。

権利擁護を考えた時にチームワークや職員育成も大切になります。通所支援課の職員は入職5年

以上の中堅・ベテラン層が多いため安定感こそありますが、対応の分担を超えた相互フォロー（声掛

けや確認）の意識に課題があると認識しています。とりわけ対応中にイレギュラーが生じた際に、ご

利用者の安心・安全確保のための連携意識や職員相互のコミュニケーションが重要になります。ま

た、普段から良好なコミュニケーションにより注意・指摘し合い、お互いに高め合うことができれば、

ご利用者の権利擁護に大きくつながると考えます。

新年度に限った内容ではありませんが、この記事を作成している令和5年2月23日時点の率直な

思いを書かせていただきました。

現在、通所支援課を利用されているご利用者は、34名となっています。月曜日から土曜日の開所

となり、現在若干の空きがございますので、見学等を希望される方は「みずき通所支援課井川」に

お問い合わせください。

掲載写真：通所支援課ケアステーション内



【一年を通しての活動・日中活動（イベント）】

地域支援課では、少しでも充実した生活を送るために入居支援課を中心に日中

活動（イベント）を実施しています。

活動に「楽しみ」「ニーズ＝やりたいこと」などを取り入れて「笑顔」につながれば

と考えています。すべての紹介は難しいので、一部を紹介させていただきます。

このほかにも、ご利用者の「ニーズ＝やりたいこと」に

寄り添った活動の実施をしています。

・七夕短冊にお願い事を書きましょう！

・カード作り（7月・12月）

・『俳句を、詠もう。』（2月）

・みんなの展覧会

「今年は初めて『café at』でも実施しました！」

・しょうぶ湯、ゆず湯、お餅つき…etc

これからもイベントを経て、笑顔につなげたいと思い

ます。

地域支援課 木村 千里

施設の草花を自分でつみ、それを生け

てもらい自然にふれてもらうイベント施設内の花壇を使用してタネ

をまいて、水をあげてもらった

りと園芸を体験して、四季折々

の花の成長を楽しんでもらうイ

ベント

日々の入浴を菖蒲

湯、ゆず湯などを盛

り込んで四季の変

化を感じてもらうイ

ベント

・季節のいい時期には「散策」へ行き、四季

を肌で感じてもらうイベント

「春の散策は気持ちいいですね」

caféatに展示をして、

地域の方に取り組みを

知ってもらうイベント

色を説

明して作

品を

作っても

らうイベ

ント

足浴やその他でリラクゼーショ

ン効果感じてもらうイベント



創作活動 ［通所支援課］
（ひょうげん探検隊 ・ 生け花道場）

通所支援課は、一年を通して様々な「イベン

ト」や「創作活動」を企画・実行しています。イ

ベントを通してわくわく感・季節感や、創作活動

を通して自主性や意欲増進を目指します。

これからも、日々の活動をご利用者が楽しみに

なっていただけるよう職員一同企画を出したいと

考えます。

令和4年度のイベント

（下記の他にも多くのイベントを主催しています）

4月 イースター 8月 サマーフェス

10月 ハロウィン 11月 運動会

12月 クリスマス 忘年会

1月 成人式 初詣 2月 節分

3月 ひな祭り おいしい花見

通所支援課 志村



一年を通しての活動
リハビリテーション科 前田 則明

リハビリテーション科には、現在４つの職種が在籍しています。それぞれの職種がこの一年どういう取り組み

を行ってきたかを振り返り、リハビリテーション科の活動を紹介したいと思います。

理学療法士）

日中活動でのリハビリテーションを展開していくことを目標に、地域支援課や入居支援課、通所支援課、医務

科など他部署に協力をしてもらいながら、身体を動かす活動を試行錯誤し行っています。職員とご利用者が共

に楽しんで参加できる活動になっていければと思っています。そのほかの活動としては、支援力向上委員会、

ポジショニングチームに所属して良い支援の提供を目指してチームでの活動を行っています。今年度は排泄介

助や移動移乗介助などの内部研修やポジショニングマニュアルの作成をチームで行うことが出来ました。

作業療法士）

趣味活動（編物、読書、お絵描きなど）での支援や、スヌーズレンという活動でリラックス空間を提供してきま

した。その中でも今年度は、パソコンやタブレットといったICT機器に関する取り組みに力を入れてきました。

キーボードやマウスに代わる操作方法の検討やソフトウェアの使い方の学習などに取り組んでいます。操作方

法では、人の動きを距離カメラで捉えパソコンの操作を実現する機器のデモ機をお借りし、ご利用者に試して

いただきました。外部機関とのやり取りは、ご利用者にも刺激的であった様子です。また、職員向けにICT機器

操作体験会を企画し実施しました。

言語聴覚士）

「コミュニケーション」と「飲み込み」の面で問題を抱えた方へ支援を行っています。具体的には、「飲み込み」の

支援として、ご利用者が誤嚥なく安全に食事を食べられるよう食事形態の選択や調整を行っています。又、

ネットスーパーでの購入品やご家族からの差し入れの品があれば確認を行い、食べにくい食べ物があった場合、

どうしたら食べやすくなるか考え、工夫して提供できるよう努めています。

管理栄養士）

栄養管理として栄養相談や、栄養補助食品・栄養調整食品などの提案・導入・継続の支援等を行っています。

ご利用者の栄養についてアセスメント・モニタリングをし、栄養悪化のリスクを減らすよう努めています。令和4

年度には食事の注意点をまとめた摂食嚥下マニュアルを介護士や言語聴覚士と連携して作成しました。ご利用

者それぞれに食に対する考え方や嗜好、生活の中における位置づけも異なるため、ご本人に寄り添い、希望が

かなえられる方法を一緒に考えていきたいと思っています。

掲載写真：リハビリテーション科 会議中



みずき20周年間近
多摩ブロック事務長、障害者支援施設みずき事務長

星 恒太郎

2003（平成15）年12月に身体障害者福祉法（旧法）に規定された身体障害者療護

施設として開設したみずきは、これまでの歩みの中で障害者総合支援法に規定され

る障害者支援施設へと変わり、今年12月に20周年を迎えます。根拠とする法制度の

変遷は今後も起こり得ますが、福祉施設としてこの場所で支援を提供し続けることに

変わりはありません。

当然ながら、20周年をもって施設建物も築20年が経過することとなります。施設

を運営していく中でも、金額が特に大きくなりがちなハード面での支出の増加が見込

まれます。限られた財源の中で、建物本体・付随設備の老朽化にどう対処してくか、今

後より真剣に考えていく必要があると感じています。また、単に現状維持を目指すの

ではなく、時代に則して施設機能のバージョンアップを図ることも重要です。震災を

経て福祉施設での災害対策の重要性が再認識される中、みずきでも東京都の防災・

減災対策推進事業補助金を活用して非常用自家発電設備を拡充・運用していきます。

話は変わりますが、サンライズ第45号で狛江エリアの新グループホームの開所は今

年9月とお伝えしました。しかし、長引くコロナ禍の法人経営への影響、及び昨今の建

築費の高騰を考慮し、開所を延期することとなりました。来年の秋～冬頃の開所を見

込んでいますが、詳細な時期が決まり次第お知らせしたいと思います。

令和4年度新規設備：

みずき屋上部

非常自家発電設備

現在（令和5年2月）みずき遠景



新年度にむけて
食事支援課 鈴木 望

食事支援課は、次年度に向けて新規に何かに取り組むのではなく、今の食事提供を続けていくことが大

事だと考えています。昨今の食材費高騰を受けて、ご利用者に過度の請求がいかないよう、品質を下げな

いよう今後も安定した食事提供を心掛けていきます。

さて、目標とのお題がありますので、食事支援課の目標についてお話をさせて頂きます。みずきが生ま

れてから早20年、変わらずに以下の3つの重点目標を元に食事支援課は食事の提供を行っています。

１，安心で安全な食事 ２，ご利用者に寄り添う食事 ３，調理者が食べたいと思える食事を提供する

１,の食事とは、集団給食は食品衛生法に基づいて提供されています。加熱温度や食材の保管、洗浄方法

等に細かく基準があります。基準に合わせると肉はかたくなり、野菜は柔らかくなりがちです。その上で、

調理法を試行錯誤し、ご利用者に合わせた美味しい食事提供を心掛けています。２,の食事とは、1年に1

回嗜好調査という国が求める調査があります。法定上は、この1年に1回という基準で構わないのですが、

毎日の食事に楽しみを持って頂きたいので、ご利用者からの意見「聞取り」を随時行い、その内容を献立

にいれたり、加熱温度や切り方を変更したりしています。そして、３,の食事とは、集団給食調理をしている

者になりがちなのですが、多くの食事を盛り付けていると盛り付けが雑になったり、刻んでしまうからこ

の程度でいいやと慢心してしまうことがあります。調理者側からは、「多くの中の一皿」でも、ご利用者に

は「変わりのない一皿」であるとの認識を強く持ってもらい調理に励んでもらっています。その上で、自分

達が食べたい見た目・味を日々相談しながら提供しています。

そのほかにも、月に2度イベント食の提供や、選択メニュー、手作りパン、郷土汁を提供しています。マン

ネリ化にならない様にカロリー、塩分量、予算、HACCPなど多くの縛りがある食事提供ではありますが

「おいしい」を求めて提供していきますので、今後もご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

そして、食事支援課はもう1つの顔があります。地域交流を考えたcafe atの営業です。cafestaffに

支えられて、早2年が経過しました。コロナ感染予防の波を受け、当初予定していた営業内容を大きく変え

た中でも、皆様の協力で何とか継続的に営業しました。「みずき」として地域の懸け橋となるよう様々な広

報活動を実施してきました。そのおかげか、地域に認知されてきており、展示の商品や映画の撮影、懇談

会、放課後デイの実習の問い合わせ等も頂いております。今後も当初のコンセプト通りに「縁側のようにみ

んなが集える場所へ」「アートを身近に」を考え、ゆっくりと地域に根付いていきたいと考えていますので、

よろしくお願いいたします。

２０２３ お節

日々、進化する食を

目指して

お節料理も皆様の意

見でここまで進化し

ました。

２０１８ お節

入居支援課：ご利用者食事風景掲載写真：みずき正面入り口桜前



 

裏表紙：通所支援課ご利用者 ご成人おめでとうございます。

お知らせ

早いもので広報の担当に任命され一年が立ちました。来年度も

皆様が手に取りやすい広報誌を目指して構成をしていきますので

今後もご協力の程よろしくお願いします。

さて、お知らせですが本紙のホームページリニューアルのお知ら

せにもある通り、ホームページのアドレスが変更いたしました。他

へのリンクも変更していますので是非一度ご覧ください。

食事支援課 鈴木

アクセス 電車 京王線飛田給駅北口下車 徒歩15分

当施設は、駐車場の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します。

ご案内

将来、福祉サービス（ 施設入所・短期入所・通所利用・その他 ）を検

討されている方で見学希望の方は下記の通りにお問い合わせくだ

さい。

見学依頼をみずきTEL042‐352‐0081にお問い合わせくだ

さい。その際に見学の趣旨をお伝えください。後、希望に沿った担当

者におつなぎいたします。担当者が日程調整を行い、見学の運びと

なります。

平日9時から18時まで電話応対可能です。

「みずき」では情報発信源として、SUN 

RISEやホームページを掲載しています。

足立邦栄会HP

https：//www.houeikai.gr.jp

こちらより、新ホームぺージにアク

セスできます。

編集後記

いよいよ桜の咲く季節となりました。日に日に暖かい日が続い

て過ごしやすくなってきたように感じます。入学式（入社式）等をこ

れから迎えられ、新生活を始められている方多い時期かと思いま

す。

皆様にとっても良い1年になりますよう祈念し、簡単ではござい

ますが、年頭の挨拶とさせて頂きます。

管理課 杉本


