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新型コロナウイルス感染症による影響で新たな生活様式に代わり、月日も経ちました。まだまだ活動
制限が多く油断も出来ない状況ですが、それでも利用者様の為にも前に進むしかありません。今回は来
年度の展望について特集を組みましたのでご覧ください。

特集☆来年度の展望
新事業所着工について
理事長

山西

孝

かねてより計画していた新事業所が着工の運びとなりました。山梨市七日市場の 1200 坪の土地購入
契約が締結し、近隣住民の皆さんの同意を得る事ができ開発計画・農地転用の許可が下りました。
土地造成工事が 8 月から建物基礎工事が 10 月からスタートする見込みです。本年度は生活介護棟
（仮称もも畑）の建設を完了し令和 4 年 4 月にオープンを目指します。当初は 20 名定員とし順次 40
名まで増やしていく計画です。
この地をもも畑ファーム（仮称）と名付けて整備していく予定です。下記の内容は今後のイメージも
含めた内容となっています。
もも畑ファーム（firm）のコンセプト
生活介護、グループホーム、短期入所、相談支援の各事業所を隣接敷地に設置し「もも畑ファーム」
と総称する。ファームとは農場の意味ではなく「会社・コンパニー」の意味である。ソーシャルファー
ムが雇用創出を主な目的とするならば、もも畑ファームは生活すべての支援を行い、地域で暮らす人が
社会から孤立したり排除されたりせず地域社会の一員として暮らしていけるための地域生活拠点となる
ことを目指します。
もも畑ファーム（firm）の事業
〇生活介護
定員 40 名とし、1 階の 20 名は高齢の障害者や重症心身障害者を主な対象者としバリアフリーな環境
を作ります。2 階の 20 名は自閉症や強度行動障害のある人を主な対象者として想定しています。常勤
看護師を配置して同一敷地内のグループホーム利用者の健康管理も併せて行います。将来は地域の障害
者や高齢者のために訪問看護ステーション併設を目指します。
〇グループホーム
定員 10 名で 5 人ユニットを隣り合わせの配置として職員を共有できる構造とします。この建物を 2
棟建設して併せて 20 名が生活できるグループホームを設置します。少ない利用定員として互いに刺激
しあうことなく暮らせる空間とします。まずは白樺園入所者の地域移行の受け皿とします。
〇短期入所
隣接するハナミズキに定員 10 名の短期入所事業を設置済みです。現在は職員配置の関係から一部曜
日を除いて 6 名までの利用となっています。全日 10 名利用できるように調整中です。365 日 24 時間の
緊急短期入所の存在が「もも畑ファーム」の必須条件となるので令和 4 年度までに体制を整えます。
〇相談支援
隣接するハロハロ一番館の相談支援事業に地域生活コーディネーターを配置し、地域生活を継続でき
るように又は入所施設や病院から地域移行できるように相談支援を行います。地域生活をしている人が
緊急時にサービスが使えるように地域定着支援や自立生活援助を活用して支援を行います。
至甲州市
（恵林寺方面）

至山梨北中学校
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人材確保プロジェクト

管理部長（採用担当）
佐野

毅

三富福祉会の新規学卒採用者数の推移～
平成 29 年
平成 30 年
平成 31（Ｒ1）年

5名
４名
6名

令和 2 年
令和 3 年

8名
2名

この 5 年間で新たな職員として、計 25 名の新規学卒者を迎え入れることが出来ました。
巷では「福祉・介護人材の不足」が顕在化している、と言われておりますが、三富福祉会でも
かつては慢性的な人材不足に陥っていた時期があり、
「人材確保」は法人として喫緊の課題でした。
そこで採用活動方針を刷新し、法人内の各部署から選出された若手職員が中心となって新規学
卒者の採用活動に積極的に取り組むことにしました。
活動の中心を若手職員に限定した理由は、「年齢的に学生の年代と近いことから、学生の方から
も気軽にコミュニケーションが取りやすい（親近感をもってもらえる）こと」、
「若手職員が、学生
たちに法人の事業概要を説明するためには、まず自分たち自身が法人の事業をよく理解していな
ければならず、そのため若手職員にとっても良い勉強の機会となること。
」
以上の理由から、5 年ほど前から法人の職員採用活動方針を刷新して、積極的に新規学卒者採用
に取り組んできた結果が、上記の「三富福祉会の新規学卒採用者数の推移」の一覧です。
お陰様で、この５年間は比較的順調に採用活動を進めることが出来ましたが、昨年は新型コロナ
ウイルス禍の影響で思うように採用活動が出来ず、その結果新卒１名、既卒 1 名の計２名の採用に
留まっております。
新規採用者（パート採用を除く）を新卒学生に限定した理由は、「その人らしく生きることを
支援する」という三富福祉会の法人理念を、社会人 1 年目のフレッシュな気持ちで受け入れても
らいたいということ、及びキャリアアップ形成のためにも仕事（利用者さんとの日々の関わり）を
通じて成長していってもらいたい、という 2 つの理由から新規学卒者に限定した採用活動を行う
ことにしました。また、同期入職者同士の「横のつながり」および「上司・先輩と後輩」の「縦の
つながり」の上下左右の相互関係作用によって、組織（チーム）として強固な職員集団を形成して
いく、ということも法人として重要な職員育成方針のひとつと捉えています。
今年度は、新型コロナウイルスの市中感染状況が、就職活動にどの程度影響を及ぼすのか予想が
つきませんが、昨年度新たに導入された「新しい生活様式」の一つである「リモート（オンライン
就活）
」の手法も取り入れながら、来年度新たにオープンする予定の（新）生活介護棟（仮）もも
畑のオープニングスタッフの確保に向けて、人材確保活動を進めていきます。
YBS テレビで三富福祉会の
オンライン（リモート）就活の
様子が紹介されました。
（令和 2 年 9 月 28 日放送）

人材確保プロジェクトのメンバー
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理事長より

三富福祉会理事長
山西

孝

障害者支援施設でのクラスター発生について
恐れていたことが起きてしまいました。障害者施設の職員が新型コロナに感染していて
気が付かずに勤務してしまい、利用者の 9 割、職員の 5 割以上に感染が広がってしまいま
した。山梨県では初めての障害者支援施設のクラスターです。
6 月 5 日（土）の朝に第一報の電話が当該施設関係者から入りました。50 人の入所施設
で新型コロナ感染症の陽性者が次々に出ていると。県障害福祉課施設担当からも電話があ
り、明日 6 月 6 日（日）現地で今後の対策を検討したいので来てほしい旨でした。
すでに県立中央病院の医師看護師からなる DMAT チームが応援に来ていました。最悪
なことに中心的な支援職員が陽性となり入院してしまっていました。夜勤には 4 人の看護
師が勤務し病院と同じ対応が作られていました。利用者が一般のコロナ病棟に入院するこ
とが困難なことが想定されたので特別な措置でした。災害派遣と同等の扱いをされていま
した。今後の応援職員の確保については至急対応する必要を感じました。
6 月 7 日（月）には山梨県知的障害者支援協会加盟施設向けに緊急的にレッドゾーンで
の応援職員の募集を行いました。レッドゾーンでの勤務をした場合、終了後に 1～2 週間
の隔離待機期間が必要となるにも関わらず 10 名近くの協力者が名乗りを上げてくれまし
た。本当にありがとうございました。
しかし、DMAT を含む医療チームからレッドゾーンでの応援勤務を容認してもらえませ
んでした。その分医療チームが活躍してくれました。
6 月 25 日より一部レッドゾーンが解除されグリーンゾーンになりますので応援職員の
派遣を 7 月 16 日まで確保します。これで収束すれば障害者支援施設クラスター対策の成
功事例と言ってよいと思います。まだ終わったわけではありませんが山梨県障害福祉課は
事前の準備として障害者支援施設でクラスターが発生した場合の DMAT 派遣について準
備されていた可能性が高いです。事実であれば高く評価していいと思います。行動障害の
ある障害者が一般の人とは異なって新型コロナに感染しても入院できないのは差別と言え
るのかもしれません。しかし特別な建物と行動障害の対応を訓練された看護師の配置など
現実的には無理でしょう。合理的配慮の範囲を超えています。障害者支援施設でクラスタ
ーを起こさないのが最善の方策であり、今回の山梨県の対応のように十分な医療チームの
派遣が最善の方策と感じました。
行政に対しては「障害者施設の職員のワクチン接種を急ぐように言ったのに取り合って
くれないからこんなことになったんだよ」とは今更言いません。
平穏な日常を訳も分からず奪われた利用者の皆さんと、心身ともに限界を超えて職場にと
どまって勤務された職員の皆さんにお見舞いを申し上げます。一刻も早く日常の当たり前
の日々が戻ってくるためにお手伝いをさせていただきます。
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新しい生活様式で行う活動
ハロハロ二番館、ハロハロキッズ共に、今できる感染症対策を日々行っています
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赤い羽根共同募金より寄付を頂きました
この度、赤い羽根共同募金より、ハロハロ一番館の事業所にスヌーズレンのセット
（アクアチューブ・ミルキーウェイシングル・ジュピター）を寄付して頂きました。
この場をお借りしてお礼申し上げます。スヌーズレン活動や日々の利用者様の癒しと
なるように活用させて頂きます。
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紹介
今年も新たに職員が入職しました。今後ともよろしくお願いします
白樺園

白樺園
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ふかさわあや

おおさこ か ず き

深澤綾
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」

きるよう頑張りますのでよろ
しくお願いいたします。

栄養士

あめみや み

わ

雨宮美和

食事は楽しみの 1 つです。利
用者様が『美味しい！』と笑
顔になる食事を提供します。
ソフト食に関しても、見た目
や味付けに配慮し、美味しい
と感じてもらえるようにし
たいと思います。

職員の異動について
～今年度も職員の異動がありました。それぞれの事業所で新体制となります～

令和 3 年度正規職員異動は
下記の通りです
朝倉斗也 職員
白樺園⇒GH
（ハナミズキホーム）

２０２１年度もご本人らしさを支える
三富福祉会を目指します！！
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あ
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国会で審議されていた障害者差別解消法の改正法案が、5 月 28 日の参議院本会議で、全会一致で
可決成立しました。この法改正で民間事業者の合理的配慮の提供が義務化されます。施行期日は３年
を超えない範囲ということで、現時点では明確には決まっていませんが、今後、内閣府の障害者政策
委員会等で明らかになっていくものと思われます。
衆参の内閣委員会での審議では、差別の定義、ワンストップ相談窓口、事例の収集と公表、障害女
性の複合差別、法の対象範囲、合理的配慮提供への財政措置、学校での合理的配慮、環境整備、施行
期日等の重要課題について与野党の議員から真摯な議論が展開されたとの事です。
また、6 月 11 日、参議院本会議で「医療的ケア児
及びその家族に対する支援に関する法律」（以下、
「医療的ケア児支援法」
）が可決されました。
「医療的ケア児」を法律上で明確に定義し、日本の
歴史上、初めて国や地方自治体が医療的ケア児の支援
を行う責務を負うことを明文化した法律で、9 月に
施行される予定です。この法律は、医療的ケア児を子
育てする家族の負担を軽減し、医療的ケア児の健やか
な成長を図るとともに、その家族の離職を防止する
目的で作られました。障害や医療的ケアの有無にかか
わらず、安心して子どもを産み、育てることができる社会を目指すための法律です。
共生社会の実現に向けて様々な法制度が整ってきています。しかし法律はできても実現の為には社
会全体が協働で取り組んでいく必要があります。法律が制定される裏にはこれまで権利が守られてい
なかった現実があります。なぜこのような法律が出来て、何を目指しているのかを一般市民に説明で
きる様になっておく事も、私達福祉従事者に必要となってきます！ 皆で学び合いましょう！！ 忍

ご厚意ありがとうございました

☆表紙を飾った人☆
ハロハロ一番館

2020 年 度 の 三 富 福 祉 会 後 援 会 費 合 計 額 は
1,949,620 円でした。

飯島

一哉さん
日当たりの良いいつもの席に

法人における社会福祉事業の為の後援会費に

座ってにこやかに笑い、時に

つきまして沢山のご厚意頂きましたことを謹ん

眠そうにしながら活動に参加

で感謝申し上げます。ご協力された方々のお名

しています。飯島さんの作品

前、金額等は失礼ながら控えさせていただきま

は、大胆さと愛らしさが特徴

す事をご理解下さい。当法人が益々の発展を遂

です。出来上がった作品は私

げるよう今後ともご支援ご協力の程よろしくお

たちの心にインパクトを与え

願い申し上げます。
（事務長 手島）

てくれます。
（橘田）
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永年勤続者表彰
三富福祉会では勤続 10 年を節目として永年勤続者を称えており、毎年 10 年と 20 年の勤続職員が理事
長より表彰を受けています。この度、初めて 2 名の 30 年勤続者が登壇しました。
この度、３０年の永年勤続の表彰を頂きました。ありがとうございます。
理事長からもありがたいお言葉を頂き光栄に思っております。私としては気が付い
たら３０年という年月が過ぎていたという感じがしています。白樺園とハロハロ二
番館で勤務し今に至っていますが、その間に多くの事を学ばせていただきました。
また多くの方々に支えて頂いてきたからこそ続けてこれたと思っています。障害福
祉もこの３０年で大きく変化しました。制度も紆余曲折ありながらも進み、私たち
の仕事に対する考え方や姿勢も変化を求められ、自分なりには変化に対応してきた
つもりではいます。ダーウィンは進化論の中で「強く賢い生き物が生き残るのでは
ない。変化に対応できた種が生き残る」という様な事を言っていたようですが、こ
れからの変化にも柔軟に対応し頑張っていきたいと思います。これからもよろしく
お願いします。

ハロハロ二番館

齊藤

実

私ごとになりますが永年勤続３０周年を迎える事が出来、まことに光栄に存じます。
３０年という歳月は、今思い返してみますと長い年月のようにも、またあっという間
に過ぎ去ったようにも感じられます。平成２年 白樺園のスタートとともに障害者福祉
に携わる事になりました。当時の記憶の中で鮮明な光景が建物のほぼ未完成な状態の
光景と、やるしかない状況の中での近くの旅館(白龍閣さん)での宿泊など、振り返っ
てみますと色々な光景が思い出されます。当時の私は、障害者福祉の仕事に就く事さ
え想像していなかった時でもあり、沢山の事を学んだように思い出されます。当時は
措置制度の時でしたが、障害者福祉を取り巻く環境も変革していくのに合わせて、日々
学んでいかなければならないとも思いながら、遮二無二（しゃにむに）頑張ってきた
というより、その時々に微力ながら持ち合わせている力を発揮して、今日までこられ
たように思われます。今日の日をまた新たな出発点といたしまして、これからもより
一層気持ちを引き締めて頑張って参ります。

編

集

後

記

白樺園

日原公人

三富福祉会通信 Vol １２！

新年度、法人にも新人職員が新たなに加わり、身の引き締まる今日この頃です。今回は新事業所の紹介や
人材育成についての特集を組ませていただきました。私も新しい GH 立ち上げに関わらせていただきまし
たが、とにかく大変！の一言に尽きました。ゼロから何かを始める時にはやはり、職員一人ひとりの力量が
試されると思います。恥ずかしながら、私はおんぶに抱っこで自分の未熟さを痛感したのを思い出します。
人材育成はとても重要であり、今後の法人の発展には欠かせないと思います。まだまだ、法人内だけでも地
域生活を望んでいる利用者様がたくさんおられます。沢山の『自分らしい生活』を実現する為にも、今年度
も新人、中堅、ベテランと一枚岩になって日々精進したいと思います。今年度も法人並びに広報誌を何卒よ
ろしくお願い致します。
（山本）
広報委員：山本、吾妻、望月、橘田、青山、渡邊
広報委員：山本、吾妻、望月、橘田、青山、渡辺

