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表 紙 作 品

●作

たかはし

者： 高橋

あつ し

篤史

（事業所：浅間学園）

●タイトル：動物たちのサロン
●画

よこがお

材：白い陶器、楽焼マーカー

●サ イ ズ：直径8㎝、高さ6㎝

春号

表紙画作者紹介

高橋

篤史 さん

篤史さんの得意な動物たちがサロンに集まりま
した。茶器になって、
さあ楽しいお茶会の始りで
す。篤史さんの絵はもともと線画でしたが、最近
は色も付けて明るく楽しい絵を描いています。

※本誌掲載の方々については、
ご本人、
ご家族の了承を得ております。

福祉分野における人材の確保について
〜 その取り組みの今とこれから 〜

◆現在の福祉現場を取り巻く「人手不足」という状況・・・その影響の深刻さを考える◆

雇用情勢
現状
と背景

現政権の一連の経済政策により一部の経済指標が上がり、有効求人倍率も
UP 上昇している。厚労省の一般職業紹介状況によれば、平成29年平均で1.50
倍だという。もう一つの背景として、
少子化による生産年齢の人口の減少があ
る。現在の求人動向をめぐる背景にはこうした社会的な構造の変化がある。

【課題】福祉分野における人材確保の困難さ
現在の雇用情勢に照らして考えた場合、事業者が迫られているのは人材確保困難への対応である。
有効求人倍率の大幅な増加という要素は、事業者からすれば人手不足に繋がる状況であり、好意的
に受け取るばかりのものでは無い。中央福祉人材センターの職業紹介実績報告によれば、福祉分野の有効
求人倍率は暫く4倍超で推移しているというデータもある。社会全体が売り手市場である中、福祉の分野に
おいては特にそのニーズの深刻度、切迫性に反してサービスを提供する資本となる人材が圧倒的に不足し
ている。また、ただでさえ3Kなどと言われ人が集まりにくい環境の職場という認識が根付いている中、メ
ディアによって虐待や人権侵害のケースがクローズアップされるとなおさら不穏なイメージを持たれ、人
の集まりにくさに拍車をかけているとみる向きもある。

【影響】サービスの質の低下・権利侵害の発生

【結果】職場環境、運営や経営状況の悪化
福祉分野に関して、ニーズと人材の量
的均衡が崩れ慢性的な人手不足に陥
っている。この状況は職員個々の現場的負担
の増大やワークライフバランスの欠如に繋り、
放置すれば離職率の増加や採用の困難さから
人手不足は加速する。福祉分野の継続的な発
展は遠のき、やりがいや理想を求めて福祉の
現場に飛び込もうとする人材の後押しができ
ないばかりか、人材の質と量の確保に更なる
マイナスの循環が働く結果となる。

事業所レベルで
考えたいこと

「福祉は人なり」
という言葉が示すとおり、人材
あってこその福祉である。障がい者への支援に
携わる事業者は皆、そのことを痛感しつつ日々の運営
に力を注いでいる。どのサービスにも人手不足による
運営不全という結果が招く悪影響は深刻で、士気の低
い従業員が心身共に疲弊した状況で提供するサービス
に良質なものは望みにくい。ましてそれが福祉サービ
スであれば、支援の質の低下となり、下手をすれば権
利侵害の発端にもなりかねない。当然、人手不足を言
い訳にすべきではなく根本は別の部分にあるとしても、
権利侵害が起こり得る環境の構成要素の一つに人手不
足が挙げられたとしても何ら不思議はない。福祉分野
での人材の確保(さらに言えば定着、育成)は、サービ
スを利用したいと考えてくれている人たちのためにも
急務となる。

厚労省の福祉人材確保対策検討会で出された
「求人側の採用戦略が不十分」
という意見…
これがマッチングの困難さという課題！

売り手市場である現在、福祉事業者は他の様々な業種と比較されているという自覚を持ち、自らの法人・
事業所の強みをしっかり求職者に発信すべき。様々な層に合わせた採用イメージを持ち、説明会の開催
や学校訪問などの取り組みをもって求職者や福祉系養成施設等との繋がりを構築する。また、現場を体験して
もらう事で障がい者支援を志す求職者も少なくないため、公共職業訓練等の実習や体験の受け入れも積極的
に活用し、急場的な採用人事に終始しないよう努力していく必要がある。
管理者、役員クラスが人材確保に対する取り組みについて理解し、明確な理念を打ち出していることは
もちろん、中堅、若手に至るまで採用戦略の一端を担うべく意識を高め、浸透させていく必要がある。魅
力ある職場つくりと、合同説明会やフェアへの参加、ホームページの作成、更新などによる積極的なPRを通し
て、従事者全てが福祉分野全体のイメージアップを図る意識が必要。特に障がい福祉に特化した部分では、求職
者からするとなじみの薄い分野である可能性があり、
まずは理解の促進を図る取り組みが必要。

2

求人活動
事例

1

成

功

例

佐久支部会員事業所

昨年６月の協会Jobマッチングフェアに参加し、
結果として３名の学生さんに内定を出しました。マッチ

ングの後、
特別なことはしませんでしたが、
強いて挙げるとすると次の点に注意し対応しました。

① マッチングで出会った職場に近い全ての学生さんには、こちらから必ず連絡をとる。
※右下の通り学生が志望企業を選ぶときの最も重視した条件＜参照＞
② できるだけ施設見学に来ていただけるよう働きかける。
（施設行事の際に見学してもらうのも効果的）
③ 見学の案内は、一番感じの良い若い職員に担当してもらう。
採用試験の時期が早いと、他の職種も
候補にしているケースもあるので、学生は

志望企業を選ぶとき
に最も重視した条件

決断できない事もあります。その年の退職
者が確定していない中での採用でもあり、
良い人材と思ったら採用枠以上に採ること
も良いと思います。
中・長期的には職員採用でも施設内のリ
フォームも
（簡単なことから）
必要です。ま
た、普段から職員、利用者さんの服装にも
気を付けたいものです。

事例

2

平成29年９月
（シンクタンク調査結果）

南信支部会員事業所

近年の我が法人への新卒者の雇用状況は、
最善の求人活動をするのとは裏腹
に、
乏しい応募者数である状況が続くのを見るにつけ、
ただ安穏と従来と同様の
求人活動をしているだけでは次年度も更に厳しい応募者数になってしまうだろう
との危惧を抱いていました。
そこで、
法人内に若い職員を中心に人事委員会を設置し対策を練りました。そ
こでは学生さんが学校設置の求人票を見るのと同時に民間求人サイト
（リクナビ、
マイナビ等）
を利用し
ている方も多い点に着目しました。登録代金は年額90万円にもなり、
オプションを付けると更に額が倍
増してしまいますが、
輝かしい未来の卵が揃うならば仕方ないと決断し申し込みました。
結果は応募者数が早い時期に10名を超え、
内4年制大卒者が約8割であり、
面接時の内容や論文試験
の結果等、
質もレベルアップしました。結果７名に内定を出しましたが、
一方で３名の辞退者も出ました。
このうち２名の辞退の理由は行政との併願者、
他１名は地元が第１志望との理由での辞退でした。 慌て
て追加募集を行い、
短大卒者２名に内定者を出し、
最終的に6名の平成30年度新卒者入社が確定しまし
た。
これ以上辞退者を出さぬよう、
法人内の事業所の見学会とその後の懇親会を行い、
さらに3回の入社
前研修会を企画し全員が我が法人での夢を笑顔で語ってくださるようになり一安心しています。本年も
求人サイトに申し込みを行うとともに現在は、
人事部を中心に併願者の辞退対策に知恵を絞っていると
ころです。
今後は首都圏の状況を鑑みると、
長野県でも求人サイト掲示がベーシックな求人対策になっていく事
が考えられ、
今一度原点を振り返りつつも、
更なる斬新な策を練る必要があると感じています。
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中信発信

地域で暮らそう！
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今回は、安曇野市在住の４名の方の休日の外出を紹介します。
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皆さんは普段、グループホームから多機能型事業所「あすなろ」に通います。
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グループホーム

はま としかず

濱 利和さん
さい
「りんごの樹」
（51歳）
き

ら ん あんど

ぜんごう

ふゆごう

はま ひろあき
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なかざわ かず え

濱 浩明さん
さい
（46歳）

たかはし あや こ

中澤 和恵さん

高橋 文子さん

（52歳）

（38歳）

さい

しんしゅう
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しょうかい

じぇいあーるかみすわえきあしゆ
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Run ＆ らんらん前号（冬号）の
「信州あちら、
こちらから」で紹介されたＪＲ上諏訪駅足湯に行きたい方を募り、
い

い

なに

き ぼう

た

さん か

き

どうやって行きたいか？どのスタッフと行きたいか？何を食べたいか？などの希望を聞きながら参加しました。

でんしゃ

い

電車で行く！

くるま

い

車で行きたいです！

じょせい

女性スタッフの

だんせい

い

○○さんと行きたい！

男性スタッフの
○○さんがいいです！

どん

かつ丼
た

食べたい！

ひる

でんしゃ

はん

お昼ご飯を、どこで、

なに

た

しら

がいしゅつび

ちゅう

何を食べたいか調べ中。
がつ

にち ど よう び

2月10日土曜日

さいかくにん

外出日を再確認。
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む

くるま

い

り ようしゃ

わ

電車・車で行く利用者さんに分かれて、
とうじつ

よ てい

いっしょ

つく

当日の予定を一緒に作りました！
しゅっぱつまえ

出発前に
コーヒー

しゅっぱつ

いざ上諏訪足湯に向けて出発！

の

飲みたい！

はん

ドライブ班
さかぐち

にち

はん

電車班
の

の

乗りたかった電車に乗って、
いっしょ
い
じょせい
しゅっぱつしんこう
一緒に行きたかった女性スタッフといざ出発進行！
り よ う しゃ
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くるま

の

のんびりと車に乗って、
いっしょ
だんせい
しゅっぱつ
一緒に行きたかった男性スタッフといざ出発！

《このページは利用者さんのページです》

まつもと

ごうりゅう

ひる

はん

ドライブ班

松本で合流！お昼ごはん♪

なにに
しようかな？

ひろあき

ふだんシャイな浩明さんが
え がお

か

とてもいい笑顔を見せて

れ

ー

カレー
うんめーなー！

くれました！
はん

どん

かつ丼じゃなくて

電車班

わたしは
だい す
ハンバーグが大好き！

た

ラーメン食べたく
なっちゃった！
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はん

なか
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ふたた

でんしゃ

くるま

わ

かみ す

わ えき

しゅっぱつ

食べたかったお昼ご飯をお腹いっぱい食べたら、再び電車と車に分かれて上諏訪駅まで出発！
かみ す

わ えき

あ

上諏訪駅で会いましょう！

もくてき ち

目的地

かみ す

わ えきあし ゆ

ごうりゅう

上諏訪駅足湯で合流！

あったか～い♪

きもちいい～♪
ぶ

じ

かえ

無事、グループホームに帰ってきました！

い

じ ぶん

きっ さ てん

た

喫茶店でおやつを食べてきました♡

き

いろんなことを自分たちで決めました。
たくさん

え がお

沢山の笑顔、ありがとうございました。

《このページは利用者さんのページです》
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信州 あちら 、 こちら から
やまゆり共同作業所

〜地域のなかで自分らしく輝ける集いの場〜
今回は雄大な浅間山を望める、
北佐久郡御代田町にある
「やまゆり共同作業所」
を紹介いたします。

御代田町社会福祉協議会が…

やまゆり
共同作業所

就労支援継続Ｂ型事業
生活介護事業
指定特定相談支援事業
地域活動支援センター
放課後等デイサービス事業
…など、多機能型の事業所として運営しています。

作業種も様々あり、下請委託の作業は近くにある御代田町役場やお寺等の清掃作
業、軽井沢にある有名なジャム屋さんのジャム用果物の下処理、チョコレートの箱折
り作業、革製品挿入用アンコ作り、勾玉製作用石の前処理など、自主製作品はペー
パークラフトの籠、
ウェス加工、手縫い雑巾、アクリルたわし、
スーパーモップ、編み物
等の小物作りなど利用されている方の力が十分に発揮できるような作業が沢山用意
されています。
その中でもペーパークラフトの籠がとてもカラフルでおしゃれです。

大きなものから
小さなものまで
種類は様々あります！

作業は土台作り、
立ち上げ、仕上げ等
それぞれで分担
しているそうです！

やまゆり共同作業所
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〒389-0206 北佐久郡御代田町大字御代田2450-1
ＴＥＬ 0267-32-1118 ＦＡＸ 0267-32-1108

連載
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自閉症 Cross World 施設支援実践論−中級編 その11
長野県知的障がい福祉協会会長

宮下

智（明星学園）

【行動とその意味するもの〜排泄〜】
この実践論のシリーズでは、行動理解や
支援の方法の基盤を常に社会モデルの考え
方に置いています。それは、障がい＝躓き
が、私とあなたの関係の中にあるという考
え方（関係論と言います）ですが、それを
コミュニケーションという視点で考えれ
ば、「伝わらない」「わからない」という事
態が生じた時に、「あなたがちゃんと伝え
ることができないから私がわからないじゃ
ないか」と考えるのではなく、「あなたの
伝える能力にも課題があるのかもしれない
けれど、あなたの伝えようとしていること
が、わからない私にも至らない点があるよ
ね」という考え方です。
例えば、玄関で尿失禁、放尿という行為
があったとき、「お便所に行って排尿でき
ない」→「行かなくてはいけないとわかって
いるのに怠けている」あるいは「行かなく
てはいけないということがわからない」→
「練習、訓練が足らない」→「お便所に行く
ことを言い聞かせる」「頻繁に定時排泄を
する」と考えるのではなく、
「玄関でオシッ
コをしたのにはきっと理由があるのに違い
ない」→「私にはその理由がすぐにはわから
ない」→「その行動が生じた周辺で何かが起
こっているのに違いないから調べてみよう」
と考えていく道筋が社会モデルというわけ
です。
Ａ男さんは、本当によく玄関での尿失禁
がありました。その時は、Ａさんの叔父さ
んへの日帰り帰省と祖母・父の墓参りとい
うセットのお楽しみ日程が、決まっては叔
父さんの都合で延期になるということが繰
り返されている時でした。その間に数ヶ月
の時間が流れていました。そこで叔父さん
の日帰り帰省の日程を外して、祖母・父の
墓参りを実施したところ、玄関での尿失禁
はピタリと無くなりました。
Ｂ子さんは、その頃、たびたびＣ子さん
の部屋へ行っては、プーさんの毛布やプー
さんの枕の上にわざわざ排尿をしました。
これは簡単ですね。Ｂさんは、Ｃさんと同じ
ようにプーさんの毛布やプーさんの枕が欲
しかったのです。さっそく購入され、プー
【連載バックナンバー掲載】

さん関係の排尿は無くなっていきました。
Ｄ男さんの尿失禁も玄関でした。尿失禁
の時間帯のデータをとると、その時間は他
のクラスのドライブの時間帯と重なりまし
た。ドライブに動き出す他のクラスの車を
見て、彼は尿失禁をしていたのでした。こ
れも簡単ですよね。「僕もドライブに行き
たい」ですよね。彼のニーズを受け止めた
短時間のドライブが、週二回ほど構造化さ
れた後、彼のドライブ関係の玄関での尿失
禁は無くなったのです。
さて、Ｅ子さんがポツンポツンと夜尿を
します。記録を確認すると、どうも短大生
の施設実習が入り始めた時期と重なるよう
です。夜尿は、赤ちゃん返りと言われるよ
うな時期に多発することから愛着の対象か
らの分離不安が原因の一つであると考える
ことができるのですが、Ｅ子さんの頭の中
はどうも次のような連想がぐるぐる回って
いたようです。
「施設実習」→「就職前研修」→「退職職員」
「担当職員変更」→「さびしい」
「つらい」
「悲
しい」、そこで夜尿。Ｅ子さんには、担当職
員から退職しないことを伝え、さらに安心
のために４月の外出の内容の相談を行い掲
示したところ、夜尿は止まったのでした。
Ｆ男さん、時々パンツの中にチョロっと
排便があります。プーンと匂うので、「パ
ンツ変えようか」となるのですが、長期間
全くない時と断続的に続く時とがありま
す。先日のウンコパンツは、帰省前に続い
たので、家庭関係での情報収集を行いまし
た。すると父親が勤務先の関係で、今まで
の土・日曜日の休日が出勤となり、帰省時
には不在であることが確認できたのでし
た。Ｆ男さんには、父親の勤務先の変更を
しっかり説明し、今後の帰省予定を相談す
ると父親の休日に帰省したいとのこと、こ
れでＦ男さんの帰省関係のウンコパンツは
止まったのでした。
「伝わらない状況」が決して彼らだけの
課題ではないことが確認できましたでしょ
うか？「至らない私」に大きな課題がある
のです。

http://homepage3.nifty.com/myojo-satoru/sub12autism-0.htm
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いざという時のために………

ぜひ知っておきたい

成年後見制度

社会福祉法人かりがね福祉会 理事長

小林

彰（当協会顧問）

誰が申立て（申請）ができ、どういった人が成年後見人になるのかというお話です。
成年後見には、対象となる人（本人）の判断能力に応じて、①補助（療育手帳ならＢ２程度）、②保佐
（同Ｂ１程度）、③成年後見（同Ａ１程度）の３つの類型（種類）があります。それぞれ対象者の状況に
よって、申立ての時点で選ぶようになっています。
申立てですが、①本人、②配偶者（夫や妻）、③四親等内の親族、④市町村長などができます。最近は
家族や親族がいない、機能していない等で、市町村長（実務は福祉担当部署）が申立てるケースが増えて
きています。
一方、成年後見人なる人ですが、多くは家族か、専門職がなっています。専門職では、弁護士、司法書士
（団体名「リーガルサポート」）、社会福祉士（同「ぱあとなあ」）が一般的ですが、最近では行政書士や
税理士も担っています。また、各地区に立ち上がってきた成年後見支援センターなどの「法人」も成年後見
をしていますし、複数後見という形もあります。
審査ですが、家庭裁判所で調査官等が申立人や本人、成年後見人候補者等と面接をし、最終的には裁
判官が審判（決定）します。家族や親族が成年後見人候補者の場合に、高齢や
利害関係、トラブルなどの理由で認められない場合もあります。
専門職に成年後見を依頼したい場合は、財産管理が中心ならば弁護士や司
法書士に、生活面を中心に考えるようであれば社会福祉士にといった具合に、本
人の置かれている状況や後見内容に応じて選ぶことをお勧めします。
（続く）

せめてこれだけは手に取って欲しい

図書20選

15冊目

ずーっと ずっと だいすきだよ
ハンス ウィルヘルム 著／久山 太市 翻訳／評論社 発行／1296円
（税込）
／1998年12月1日／全32ページ

もう20年も前に、抱っこ法の研修会で、その頃日本抱っこ法会長の阿部秀
雄さんが、ある重度の知的障がいがある自閉症の方の抱っこ法セッションの
途中で、突然本棚から取り出して読み聞かせを始めた絵本として、私の中では
いつまでも息づいている。確かその方は、母親をすでに亡くされていて、その
母親の死の後、行動障がいが頻発し、事業所職員も叩かれたり殴られたりして
大変な状況にあったというようなケースだった。母を亡くした寂しさはもちろん
だが、それを誰もわかってくれない孤独感、母に何もしてやれなかった無力感、自分のせいで母は死んで
しまったのではないかという罪悪感、それが彼を行動障がい者にしていたのだが‥。突然の読み聞かせは、
母は死ぬ間際までしっかりあなたを愛していたじゃないか！を阿部秀雄さんが彼に伝えたかったからだっ
た。小学校低学年の教科書でも扱われたことがあり、すでにお馴染みの方もいると思う。思い立った時に
行動しなければ（ちゃんと大好きを伝えておかないと）、間に合わない時がたくさんあるんだよ、を教えてく
れる。
発行者 長野県知的障がい福祉協会 広報委員会
〒380-0928 長野県長野市若里７−１−７ 長野県社会福祉総合センター５Ｆ
Tel：026-225-0704 Fax：026-225-0714
E-mail:na-chifuku＠deluxe.ocn.ne.jp
URL:http//www.chisyoukyou.join-us.jp
発行日 平成30年3月20日
印刷所
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