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２０２２年３月
令和 4 年がスタートしました！今年も三富福祉会をよろしくお願いします。
今回は 4 月開所予定の新生活介護事業所「ハナモモ」の紹介をメインにした内容となっています。
現在の進捗状況をお伝えできる内容となっています。ぜひお読みください。

特集✿新生活介護事業所「ハナモモ」開設
サービス管理責任者 標 昭誠

三富福祉会はかねてより、地域で暮らす方々が地域社会の一員として暮らすため地域生活拠
点となることを目指しております。その事業の一環として生活介護事業所『ハナモモ』が令和 4 年 4
月 1 日に開設となりました。『ハナモモ』では「①心身共に健康を保つ」、「②その上で利用者のスト
レングス（強み）やニーズを生かし社会参加していく」を軸にサービスを提供したいと考えておりま
す。
そして、安心して活動に取り組んでいただけるよう「分かりやすい情報提供」、「刺激が少なく集
中できる環境への配慮」、「安心安全に過ごす事が出来る環境設定」など環境面での配慮を大切
にしていきたいと思います。

生活介護事業所「ハナモモ」
【開設日】令和４年４月１日
【所在地】山梨市七日市場
【営業時間】９：００～１７：００
（月～金

※土曜日営業の場合あり）

【利用定員】開始当初定員

４月より利用される方は、現在白樺園に
通所している全利用者９名、白樺園入所
利用者 10 名、支援学校新卒業生２名、
計 21 名です。ハナモモは地域に暮らす
方々の日中活動場所としてだけでなく、
白樺園入所者の職住分離を実現する場と
もなります。こちらを拠点とし、後の白樺
園からのグループホーム移行に向けてさら
なる支援が始まります。

２１名

地域からも
ハナモモ

白樺園からも
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大きく分けて 3 つの活動を行っていきます

一つ目は運動を取り入れ
た活動です。心身の健康
維持と向上に向けての活
動となり、主な内容は水
泳、散歩、ダンス、体操、
音楽活動等を行う予定と
なっております。

二つ目は芸術的活動です。芸術作品は
作り手の思いを映しだすと言われて
おります。利用者個々の感情表出の一
躍を担う役割です。作品を通して多く
の方と繋がりが持てることで、自己肯
定感が高まります。芸術活動の主な内
容としては陶芸、絵画、書道等を考え
ております。

三つ目は利用者のストレングス（強
み）の発揮、希望の実現に向けた活
動です。例えば個別活動で買い物に
出掛けるなど、さまざまな体験の機
会を作っていきたいと思います。そ
の他にも農福連携活動・耕作放棄地
運営活動の一躍を担う事ができれ
ばと考えています。

利用者様が『ハナモモ』での活動を通して、ストレン
グスを発揮し、安心して社会参加できるよう支援
員一同全力で支援していきたいと思っています。
引き続き、広報誌等で活動報告をさせていただき
ます。

ハナモモも今後とも
よろしくお願いします
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三富福祉会理事長
山西 孝

理事長より
理想に向かって突き進む

相変わらず厚生労働省の行政説明は障害福祉予算の伸びが大きいこと
から始まります。これだけ予算を増やしたのだから文句はないでしょう
と言わんばかりです。5 年ぐらい前にこの事について当時の厚労省障害
福祉課長に公式の場で次のように質問しました。
「厚労省は行政説明で必
ず最初に障害福祉予算の伸びを説明するが障害福祉予算は先進諸国
OECD35 か国の中では 15 位と決して多くはないがその事について説明
しないのは何か意図があるのか」課長は平然と「各国によって障害福祉
予算の定義が異なる。例えば眼鏡の購入についての補助まで障害福祉予
算に入れている国もあるので比較はできない」
「これ以上に大幅な障害福
祉予算を増やすかどうかは国民が判断するものであると思います」であ
った。完璧な答弁でした。
それはともかくとして、三富福祉会は国および県の補助金を頂いて生
活介護事業所を開設できる運びとなりました。定員 40 名の建物ですが当
面は 21 名定員でスタートします。白樺園の通所部に通っていた９名と入
所利用者の一部 10 名と支援学校卒業者 2 名です。白樺園地域移行計画
の一環です。隣接敷地に 2 年後に 10 名定員の GH を建設予定です。さら
に 2 年後に同じく 10 名の GH を建設予定です。つまり 4 年後には白樺
園利用者 40 名のうち 20 名が GH に移行します。
残りの 20 名についても白樺園を GH 日中支援型に転換することによっ
て全員の地域移行が完了するはずでした。しかし、入所をなくす計画で
は法人全体の収入が大幅に減額となってしまい実現困難なことが判明し
ました。入所施設と生活介護の組み合わせは単価の効率が良いのです。
利用者の GH 移行を目指すのは入所施設では難しい個別支援が提供で
き、その人らしい生き方が実現できると思うからです。そのために当法
人のハロハロ二番館が提供する居宅介護事業があります。理想は障害者

２０２２年３月

あ

れ

こ

れ

大

事

な

話

“ヤングケアラー”という言葉を耳にする事が増えましたよね。ヤングケアラーとは、本来であ
れば大人が担うようなケア責任を引き受け 、家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども
を指して言う言葉です。本県においては、県内のヤングケアラーの実態を把握するために全ての小
学 6 年生から高校３年生までを対象とした全国初の全数調査と、子どもや家庭の支援者を対象と
したヤングケアラー実態調査を実施し、関係機関が連携した包括的な仕組みづくりの検討などを行
うための「ヤングケアラー支援ネットワー会議」が設置されました。私も支援ネットワーク会議の
構成員として招集され、ヤングケアラー支援ガイドラインの作成に携わりました（ガイドラインに
調査結果や発見・支援の方法等詳しく記されていますので一度読んでみて下さい）。
子どもの将来の可能性を狭めてしまっているケースは即時介入が必要と考えますが、自分の役割
として前向きに捉え行動し、自信に
繋がっている子ども達も少なからずお
り、そのようなケースは見守りが中心
となります。大人の役割としては、ま
ずは“知っておく事”が大事であると
考えます。いざケアの対象者の状態像
が悪化した時に、
「君の頑張りは知っているよ」
「決して君のせいじゃないよ」
という言葉につなげる事が出来るか
らです。ソーシャルワークの基本は
個人の生きづらさを社会化する事で
す。環境を整え、子ども達の周りに
安心して何でも相談できる大人を増
やしていきたいですね。忍

永年勤続者表彰

退職者より挨拶
早いもので三富福祉会にお世話になり、今年 3 月 31 日で 15 年と

今年も 10 年、20

3 ヶ月が経ち定年退職になります。私が勤務した時の法人は白樺

年の勤続職員が

園とハロハロ二番館（移転前）しらかばホーム（移転前）しかあ

理事長より表彰

りませんでした。職員も 30 名くらいでしたが、現在の職員は 120

を受けました。

名と 4 倍になりました。その後、いるとこ・一番館・プロペラ・

表彰を受けた職

ハロハロキッズ・ハナミズキホームそしてハナモモが来月開所し

員が勤続に対す

ます。現在ハナモモの開設で忙しい最中であり、今後新しいグル

る想いを語り、

ープホームの予定もありますが、後任者に引き継ぎますのでよろ

その後各事業所

しくお願いします。

管理者から一言

最後になりますが保護者の皆様、職員、

ずつメッセージ

取引業者、その他お世話になった皆様に感謝す

が贈られまし

ると共に今後の三富福祉会の発展及び皆様の

た。

ご健勝を祈念致します。有難うございました。
三富福祉会

事務長 手島昌一
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人材開拓 project

管理部長（採用担当）
佐野 毅

今年度の人材募集計画について

平成 30 年度採用 新規学卒者４名
法人の中・長期計画の中に、白樺園利用者の
採用実績 令和元年度採用 新規学卒者５名
地域移行計画が盛り込まれてから毎年度計画
令和 2 年度採用 新規学卒者８名
的に職員の新規採用（増員）を図っています。
令和３年度採用 新規学卒者１名
（右の表が、過去 5 年間の新規採用者数です。）
中途採用者 1 名
特に今年度は、新たにハナモモ（生活介護）を
令和 4 年度採用 新規学卒者 2 名
新規オープンするのに伴い、パートスタッフも
ハナモモ・パートスタッフ 3 名
含めて増員採用いたしました。
グループホーム・パートスタッフ 1 名
昨年度および一昨年度は、新型コロナウイルスの
感染防止の観点から、非対面のオンライン（Zoom）による採用面接が中心でしたが、就活生と腹を
割って話しをするには、やはり直接対面してお互いの顔を直接見ながらでないと本音の話ができない
ことが今回よく分かりました。学生たち聞いてみると、「パソコンやスマホで画像を見ただけでは職
場の雰囲気がよく分からないから、直接職場見学してみたい。」という声が圧倒的多数でした。
コロナ禍ではありますが、感染予防対策を万全に図ったうえで今年度の採用活動は「対面・直接会
う」を基本に採用活動を進めていく予定です。

☆表紙作品紹介☆
日中活動支援部アート活動

編

集

今年も春がすぐそこまでやってきました。ア
ート活動において、季節を感じる作品が多く
出来たので、表紙に推薦しました。
ハロハロ一番館内にも多くの作品が展示さ
れています。コロナが落ち着いた際は、ぜひ

後

記

三富福祉会通信 Vol １４！
令和 4 年最初の広報誌となります！ついに新事
業所『ハナモモ』が開設となります。待ちにまった
新規事業の立ち上げとなり、私たち職員もこれから
が楽しみです。もちろん、日々の業務に加え、準備

直接ご覧いただ

には大変な時間を割きながら取り組んでおり、新事

く機会が持てれ

業所に掛ける理事長をはじめ、職員の情熱を強く感

ばと思います。

じました。同時に、法人理念にもあるように「その

（中山）

人らしく」を実現するには、常に新しい事にチャレ
ンジしていかなければ届かないと感じました。現在
の情勢はコロナ感染症に左右される生活です。正

後援会費について

直、ため息をつく事も多くなったような(笑)でも、
下ばかり向いていても何も変わらない。なら、「前

令和４年度も法人の取り組みに理解を頂けるよ

を向いてわずかながらでも進んで行こう」と思うよ

うでしたら後援会費と言う形で貢献頂きたいと

うにしています。法人職員も皆、前を向いて進んで

思います。

います。皆さんもコロナに負けず、前を向き進める

※後援会費の振り込み用紙を一緒に同封いたし

事を願っております。
（山本）

ますので皆様のご協力をお願いします。
（事務長 手島）

広報委員：山本、吾妻、望月、青山、渡邊

