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2 … 社会福祉 NOW

〜新任職員の育成に取り組むことで
組織全体の底上げへ
5 … 福祉のおしごと通信

友だち、仲間、家族として、魅力的な人たちを支える
社会福祉法人しあわせ会 白州いずみの家
支援スタッフ・支援リーダー 田邊謙一さん

6 …【連載】
地域における多文化共生のいま⑦

2022
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No.

2

つなげる
笑顔の
かけはし

さまざまな壁に向き合い、乗り越え、
自分の力で生きていくことを応援する
NPO 法人 glolab（グロラボ）
8 … トピックス

ダブルケア当事者と行政・支援者の架け橋をめざす
NPO 法人こだまの集い

山形県

東村山郡

雪遊び
真冬の寒さも吹き飛ばす
そり滑り大会がはじまるよ

Photo

管 洋志

Suga Hiroshi

充実した採用と育成︑定着を実現す
るために新たな委員会と制度を創設
〜
︻児童養護施設︼
公益財団法人生長の家
社会事業団 生長の家神の国寮
︵国立市︶

トとＫＰＴシートを用いた業務の振り返りを実

これらのシートをまとめたファイルは︑新任

チューター自身の成長も企図する

チューターは︑新任職員と年齢が近く︑経験年

数が比較的浅い職員です︒チューター制度は主

に新任職員の育成と定着を目的にしていますが︑

同時に︑年齢が若く︑経験年数の浅いチューター

役割などについて事前に学びます︒また︑チュー

講します︒その際に︑業務チェックリストとＫＰ

もので︑ＫＰＴシートは﹁Ｋ

集まる会議を実施し︑チューター自身が抱えて

の意識を高めることもねらいの一つです︒チュー

けたい Ｐ Problem
難しかった Ｔ Try
次回か
らやってみよう﹂を記載する日誌形式のシート

いる困りごとや不安︑悩みなどをチューター同

Ｔシート︑目標設定シートが同封されたファイ

です︒ＫＰＴシートには︑チューターや先輩職員

士で話し合える場を設けています︒その場には

ターは任命後︑２時間程度のチューター研修を

が毎日コメントを記入し返信します︒目標設定

人財対策委員のメンバーも参加し︑皆で情報を

ルを配布します︒業務チェックリストは自分が

シートは︑１︑３︑６か月目に自ら目標を設定す

共有して︑さらにより良い取組みにするための

受講し︑チューター制度のしくみ︑チューターの

るシートです︒研修最終日にはチューターと新

ブラッシュアップを行い︑ホームの先輩職員に

職員のさらなる成長と︑チューター自身の成長

ター研修終了後も︑定期的にチューターだけが

任職員との顔合わせと挨拶を行い︑ファイルの

もフィードバックしています︒それにより︑新任

良かった・続
Keep

使い方等を説明して現場での業務がスタートし
ます︒

チューターの担当期間は１年間で︑年度末に

にもつなげています︒
じめ︑先輩職員と同じ時間帯で勤務し︑業務を覚

はチューターと新任職員が１年を振り返る会を

現場に出て１か月目は︑チューター職員をは
え︑毎日終業前の 分程度で業務チェックリス

2
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施します︒２〜３か月目は︑単独勤務となり︑終

業前 分程度のＫＰＴシートを用いた振り返り

のみを行います︒４か月目以降は︑ＫＰＴシート

を用いた振り返りが１か月毎となり︑入職して

内に人財対策委員会を設立しました︒委員会の

職員の成長度を可視化し︑ホーム内の職員全員

から１年経過するまで続きます︒

メンバーは入職 年前後の中堅職員３名で︑
主に

が共通の目的をもって新任職員の指導にあたる

制度を創設しました︒

ツールとして活用されています︒

採用・育成・定着に関する取組みを行っています︒

生長の家神の国寮では︑２０１７年度に施設

10

やるべきルーティン業務を細かくリスト化した

新任職員は入職直後に 日間の新人研修を受
3

みを体系化するため︑２０１８年にチューター

生長の家神の国寮では︑育成やＯＪ Ｔのしく

新任職員育成のための﹁チューター制度﹂を創設

15

15

ナ ウ
社 会
福 祉

福祉職場の新任職員の
定着に向けて
〜新任職員の育成に取り組むことで
組織全体の底上げへ〜
近年、福祉を学んだことがない人や他業種からの転職者などの「未経

験者」の福祉分野への参入が増えていると言われています。一方、離職

した介護職員のうち、約6割が勤続3年未満の職員というデータがあり、

新任職員の定着が課題の一つとなっていると考えられます
（出典：
（公財）
介護労働安定センター「令和2年度介護労働実態調査」
）
。

これらの背景から、東社協では、未経験者を含む新任職員の定着に着

目し、状況改善に取り組んでいる施設のヒアリングをすすめています。
今号では、その中から3施設の取組みを紹介します。

チューター会議の様子
（生長の家神の国寮）

ベストマナー賞表彰の様子
（ファミリーマイホーム）

し︑育成計画書と業務到達度チェック表を作成

項目が続き︑合計４項目の構成となっています︒

が異なる﹁職務内容に対する必須能力﹂の項目を

﹁２年目もさらに頑張って行こう﹂と拍手と笑顔

しました︒育成計画書は︑新任職員がめざす成長

基本的なマナーを底上げすることで︑組織全

この状況を受け︑２０１８年度から﹁エルダー

で締めくくります︒期間の最後まで新任職員と

の期間を明確にし︑育成側と新任職員とが相互

体の意識向上になると考え︑小さなことから一

開催しています︒チューターから見た新任職員

チューターのコミュニケーションの機会を大切

理解しながら︑明確な目標に向かって指導でき

つずつ足並みを揃えていくことを意識した人事

設けています︒そのほか︑自分自身のスキルアッ

にすることで︑チューター制度終了後も困った

るものとしました︒業務到達度チェック表は︑日

考課シートとしました︒現在︑法人全体のスタン

制度﹂と﹁育成計画書﹂を導入しました︒育成担

ことが相談できる職場環境をつくっています︒

ごとの到達度が可視化されることで︑それを見

ダードなシートとして活用しています︒

の成長ぶりを讃えたり︑新任職員はチューター

チューター制度導入後︑チューターからは﹁新

た職員全員が理解でき︑育成担当者以外の職員

プの向上を目的とした
﹁資質向上に向けた目標﹂
︑

任職員の指導を任されたことで視野が広がり︑自

が 新任職員 の サ ポ ー ト に 付 い て も ス ム ー ズ に

に統一しました︒真面目に業務に取り組んでい

当となる職員たちが課題を出し合いながら検討

身の成長につながった﹂といった声が聞かれて

フォローすることができるようにしました︒制

る職員は自己評価が低い傾向にあるなど︑個々

にお世話になったことへの感謝の言葉を述べ︑

います︒また︑
チューター以外の職員からは
﹁チー

度導入により︑指導方針を統一し︑職員全体で新

の 職員 の 姿勢 に よ っ て 自己評価 に ば ら つ き が

優れた職員を﹁ベストマナー賞﹂で個人評価

点で評価することができるようにしています︒

あったためです︒一定の根拠に基づき︑公平な視

また︑
シートの改訂にあたり評価を
﹁他者評価﹂

﹁業務改善・コスト削減に向けた目標﹂という２

ム支援への意識が高まった﹂などの声が聞かれ

任職員の育成にあたるしくみをつくりました︒
人事考課を見直して新たな評価方法を導入

ており︑制度導入が組織全体の意識の向上につ
ながっています︒
児童支援部門副主任の増子雄治さんは
﹁チュー

田代航也さんがファミリーマイホームの施設

ムでは２０１８年度から接遇が優れている職員

ター制度の意義をさらに明確化し︑施設全体に

それまで用いていた人事考課シートは︑職種

を表彰する﹁ベストマナー賞﹂を実施しています︒

長として就任した２０２０年には︑人事考課制

問わず同じ内容の書式でした︒ファミリーマイ

各職員が一票の投票権をもち﹁この人の接遇は

浸透する工夫が必要だと考えている︒全職員に

ホームでは︑介護課︑医務課︑栄養課など各課に

すごい﹂と思う職員に投票します︒上位 名は掲

そのほかの取組みとしてファミリーマイホー

おいて求められる専門性はさまざまです︒そこ

示をし︑うち上位 名については職員の前で表

度を大きく見直しました︒

で︑適切な評価が行えるよう課ごとに人事考課

目標管理面接を実施するなど︑チューター制度
の要素を全職員にも当てはめることで︑今後は
組織全体の底上げを図りたい﹂と話します︒

評価制度と育成制度の見直しにより︑
新任職員の定着を実現

した︒挨拶︑感謝の言葉などは基本的なマナーと

て﹁社会人・組織人としての必須項目﹂を設けま

シートでは︑どの課にも共通する大項目とし

したが︑意識化が十分にすすみませんでした︒一

して定期的に振り返るシステムをつくっていま

接遇に関しては︑人事考課の中で個別面談を通

それまでは︑社会人としての基本的マナーや

彰します︒

してだけでなく︑職員や︑利用者との信頼関係を

方で︑これらが優れた職員を評価する習慣もあ

シートを一新しました︒

ファミリーマイホームでは︑５〜６年前に当

築く上でとても重要だと考え︑人事考課シート

りませんでした︒２０２０年度は新型コロナの

〜
︻特別養護老人ホーム︼社会福祉法人清心福祉
会 ファミリーマイホーム
︵八王子市︶

時の﹁育成マニュアル﹂が機能しておらず︑指導

における中核を担う項目として設定しています︒

影響により個別の表彰としましたが︑職員の前

エルダー制度の導入により︑ 指導方針を統一

が統一されていなかったことにより︑新任職員

それに続く２つ目の項目として︑課ごとに内容

10

の退職が相次いだ時期がありました︒
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育成考課シートや人事考課シート︑ベストマ

らいがあります︒

で表彰することにより︑やりがいにつなげるね

標をトレーナーと新任職員が協力して達成でき

ての内容が人事考課制度と紐づき︑設定した目

Ｐシートも設けています︒それらＯＪ Ｔのすべ

い知識・技術・態度について確認できるスキルＵ

できる育成計画書や︑２年目までに身に付けた

た︑新任職員自身が１年後の自分の姿を明確化

管理責任者の坂口麻衣子さんは言います︒

明し︑同意を得た方が良いと学んだ﹂とサービス

ら︑何かをやる時には職員に対してきちんと説

れに対する不平不満があった︒その苦い経験か

プダウンで物事をすすめていたこともあり︑そ

複数人の退職者が出た時期があり﹁当時はトッ

外部の良い取組みを柔軟に取り入れる姿勢

ナー賞の創設にあたっては︑外部研修や関係団
るようにしています︒

が育つ視点は一緒﹂という考え方︑そして施設長

そこから﹁人＝職員が育つ視点と利用者さん

体とのつながりを通じて得た情報が大きかった
と言います︒田代さんは﹁自分で調べることはも

のトップとしての考えや想いを職員に伝えるこ

こぶしでは︑新任職員の育成に力を入れるだ

さまざまな職場内プロジェクトで活性化を図る

張り巡らせながら︑外部研修や各施設で実践さ

けでなく︑職場全体の良い雰囲気づくりにも取

ちろんだが︑ノウハウの源泉は常にアンテナを
れていて良いと思ったものを真似ること︒まず

り組んでいます︒例えば︑職場の活性化や職員の

新任職員の育成について︑施設長の貝沼寿夫

とを大事にしながら︑改善をすすめてきました︒

は取り入れてみて︑その後に法人独自の形にカ

成長等を目的として︑働き方改革プロジェクト

﹁原理原則﹂の考え方で接する

スタマイズしていくことが︑新たな取組みの実

さんは︑基本的には難しく考えなくて良いので

施しています︒肯定語が飛び交う職場になれば︑

出るようにするための﹁肯定語選手権﹂などを実

す﹁良いところ探し﹂や︑肯定的な言葉が自然に

利用者や支援者の良いところを見つけて書き出

に取り組んでいます︒人権プロジェクト課では︑

働き方改革プロジェクトでは︑職場環境改善

がとうと伝える方がお互い心地良い︒そうすれ

ら変わらない︒ここがすごい︑やってくれてあり

とを当たり前にやるという﹃原理原則﹄は︑昔か

ち良く働き続けてくれると思う︒当たり前のこ

ば新任職員も安心できるだろうし︑職員も気持

きれば十分︒さらに雰囲気や人間関係が良けれ

は言わない︑約束は守るなど基本的なことがで

はと言います︒
﹁きちんと挨拶をする︑嘘や悪口

利用者の権利擁護にもつながるからです︒

プロジェクトがあります︒

﹁やったる課﹂や人権プロジェクト課等の職場内

践への近道﹂と話します︒

﹁原理原則﹂
から育成のしくみをつくる
〜
︻障害者支援施設︼
社会福祉法人龍鳳
ライフパートナーこぶし
︵東久留米市︶
新任職員の研修とＯＪＴを重視
ライフパートナーこぶし
︵以下︑こぶし︶
は︑新
任職員が﹁楽しい﹂﹁できた﹂など︑成長を感じら

ば︑良い所もちゃんと見てもらっているという
課長に選出し︑課長とサブの職員が中心となり︑

各課の課長には︑ 〜 年目以降の中堅層を

階層別研修の中で新任職員向けには︑障害の

法人の経営計画や組織図に示した各課の職務分

現在︑東社協では︑未経験者を含む福祉職場の

れるような育成のしくみをつくっています︒
特性の基本から理解できるように﹁基本コース﹂

担等に基づいて︑１年間の運営計画や予算計画

新任職員の定着に向けて︑彼らがよく抱える困

安心感が組織の中で充たされるはず﹂
と話します︒

を設け︑年６回実施しています︒内容は︑自閉症

を立てます︒そうすることで課自体が小さな会

りごと事例やそれを解決するための考え方のヒ

会会員施設等に配布する予定です︒

より詳細な取組み内容も掲載します︒３月に︑本

●

やダウン症等の特性や心理検査の内容︑障害の

社として捉えられ︑マネージングや経営的なス

ント︑実際の施設での取組み事例等を掲載した
このように取り組んでいる背景には︑離職が

●

ある方とのコミュニケーションの取り方等です︒

キルの積み重ねにつながり︑職員自身のやりが
員１人につき２人のトレーナーおよびチームリー

相次いだ問題がありました︒約８年前︑連続して

●

階層別研修のほか︑ＯＪ Ｔ︑ＳＤＳ
︵自己啓発

ダーが付き︑計３人の職員で育成しています︒ま

援助制度︶
も実施しています︒ＯＪ Ｔは︑新任職

冊子を作成しています︒今号に掲載した施設の

5

いもアップすると言います︒

4

4
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新人職員と先輩トレーナーによる
チームビルディング研修の様子
（ライフパートナーこぶし）

友だち︑仲間︑家族として︑
魅力的な人たちを支える

学校に入学しました︒吉祥寺にあるアパ

高校を卒業した後上京し︑音響の専門
りませんでしたが﹁この人がいる職場な

ました︒障害のある方と接した経験はあ

接客業の経験を買い︑仕事に誘ってくれ

人間的な魅力あふれる方で︑僕の人柄や

の中に︑現在の職場の上司がいました︒

良くする﹂気持ちは︑これからもずっと

の専門的な距離感も知っていますが︑
﹁仲

と思いました︒今は支援スタッフとして

ちと仲良くなろう︑楽しんで生活しよう︑

仲間として︑家族として︑利用者の方た

ました︒そのため︑まずは友だちとして︑

の一つである﹁同一性の保持﹂の知識を

よう努力しています︒自閉症の方の特性

積極的に参加し︑専門知識を身に付ける

福祉の仕事は未経験でしたが︑研修に

怖がらずに柔軟な気持ちで

レルの店舗でアルバイトをし︑卒業後は

ら﹂と思いました︒クライミングに適し

学んだ時には﹁自分にも譲れないこだわ

人との出会いで現在の仕事へ

そのまま社員となり︑ 歳まで働きまし

大切にしたいと思っています︒

りはあるな﹂と︑利用者さんへの共感を

とが忘れられません︒その後︑彼のケー

友だちのように優しく接してもらったこ

した︒勤務開始日に名前を呼んでくれ︑

聞かれ︑
﹁紙に書いて﹂と言われて渡しま

施設見学の時︑ダウン症の方に名前を

とを増やしたいと思っています︒一方で︑

ところを引き出したい︑興味を持てるこ

いですが︑年齢に関わらずその方の良い

利用者には高齢に差し掛かった方も多

スタッフに助言をもらって学んでいます︒

ますが︑毎月のケース会議で話し合い︑

覚えました︒支援方法に迷うこともあり

ス担当になり︑さらに関係が深まりまし

若く活発で行動障害がある方もおり︑限

白州いずみの家に入職しました︒

が都内出身です︒利用者は日中︑屋内と

た︒担当を交代する際︑彼のお母さんが

られたスタッフでどう双方に充実した支

で 年間ずつ修行をしました︒料理の世
界は体育会系で︑
﹁あの経験に比べれば何
事も大したことない﹂と思えるほど過酷
な日々を過ごしました︒

﹁仲良くなる﹂ことを目標に

屋外に分かれて活動しています︒屋内で

﹁あなたがいてくれて良かった﹂と言って

り︑イタリアンとフレンチのレストラン

音響を学んだことは仕事には結びつき

は織物や木工などの作業︑屋外では山に

た︑定員 人と最小規模の入所施設です︒

白州いずみの家は︑昭和 年に開設し

ませんでしたが︑ 代から趣味で音楽イ

いわゆる﹁都外施設﹂で︑利用者の 割

ことにも魅了されました︒クライミング

た︒ジムに通い︑野外の山の岩肌を登る

たクライミングに︑どっぷりはまりまし

ある方にきつい言葉をかけられたことに

を始める前の施設見学の際︑精神疾患の

の知識はありませんでした︒実際︑仕事

初めは︑福祉や障害のある方への支援

もあります︒利用者さんに接していると

厳しい人間関係で大変な思いをしたこと

力にあふれています︒かつての職場では︑

現が豊かで︑一緒にいたいと思わせる魅

利用者の方たちは︑喜怒哀楽の感情表

うすればきっと利用者さんに魅せられ︑

人として柔軟に関わってほしいです︒そ

専門知識で頭でっかちになるのでもなく︑

障害のある方をむやみに怖がらず︑また

施設なのでぜひ訪ねてください︒まずは

ています︒白州いずみの家はとても良い

福祉の仕事は全国どこでも必要とされ

に没頭するため︑精神的にも時間的にも

は衝撃を受けました︒でも僕は︑どんな

﹁これでいいんだよ﹂と言われているよう

環境ならではの活動も行っています︒

プライベートと完全に切り替えられる仕

仕事に就いた時にも︑お客さんや同僚と

事として︑清掃業に転職しました︒

楽しく長く働けると思っています︒

9

で︑こうありたいと思う毎日です︒

時︑イベントのお客さんに誘われて出会っ

ベントの開催を続けていました︒ 歳の

62

まず﹁仲良くなる﹂ことを目標にしてき

に向かう原動力になっています︒

援を提供できるかは目下の課題です︒

利用者の人間的な魅力に惹かれる

た岩が多くある北杜市や近隣の甲府市の

社会福祉法人しあわせ会
白州いずみの家
支援スタッフ・支援リーダー

た︒その頃︑当時のカフェブームの影響

Kenichi Tanabe

環境にも惹かれ︑ 歳だった平成 年に︑

田邊 謙一さん

を受け︑
﹁ 代前半には自分の店を持ちた

山梨県北杜市にある障害者支援施設﹁白州いずみの家﹂で働いて 年目になる田邊謙一さんに︑
現在のお仕事に就くまでの経緯や利用者の方々との関わりへの思い等について︑伺いました︒
4

くださったことも印象的で︑今でも仕事

29

入って木を伐り︑薪をつくるなど︑この

積むため︑地元の山梨県富士吉田市に帰

37

25

い﹂と夢を抱きました︒飲食業の経験も

30

クライミングを通じて仲良くなった人
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連載

7

日本に住む外国にルーツのある方は、言葉や文化、生活習慣の違いなどから、普段の暮らしや地域住民との関係
の中でさまざまな困りごとを抱えています。これを解決するために、都内では日本語教室や学習支援、相談支援、外
国にルーツのある方と地域住民が相互理解を深めるための交流など、多くの取組みが行われています。
多文化共生をすすめる各地域での活動から見える現状や課題を発信していきます。

本連載では、同じ地域に暮らす一員である彼らの日常生活のサポートや住民同士の交流を深める取組みを紹介し、

みを紹介します。

今号では、外国にルーツを持つ高校生等の若者に向けたキャリア教育やコミュニティ創出事業を行う団体の取組

さまざまな壁に向き合い、乗り越え、
自分の力で生きていくことを応援する
NPO 法人 glolab
（グロラボ）

平成30年に任意団体として活動を始め、令和2年に NPO 法人化。自分の力で未来を切り開く
外国にルーツを持つ若者を応援するコミュニティであり、社会的に自立できることをめざし、
進学・キャリアの情報提供、イベント・ワークショップの運営、在留資格の診断や専門家に
よる個別相談を行う。外国にルーツを持つ社会人や学生もスタッフとして活躍。
＊ NPO 法人 glolab ホームページ：https://www.glolab.org/

して前向きにとらえているとは限り

高校生と日本全体の高校生を比べる

査 によると︑日本語指導が必要な

平成 年に文部科学省が行った調

なれなかったり︑同じ国の子が多い

ても︑周りの生徒となかなか友達に

です︒希望を抱いて高校に入学をし

二つ目は︑孤立・精神面等の課題

グロラボとしても客観的に現状を把

感を感じてしまうケースが多いとい

間関係が完結してしまうなど︑孤独

子どもたちの相談に乗るのが難しい

報を母語で得られる手段が少なく︑

の理解不足です︒親自身も︑進路情

三つ目は︑教育や進路選択への親

います︒

握するために︑令和 年に実施した
4

外国にルーツを持つ高校生の
現状

題が見えてきました︒

アンケート調査から︑主に つの課

2

6

一つ目は進路選択の課題です︒留

学生等と異なり︑自分の意志で来日

代表理事の柴山智帆さんは︑もと

ません︒将来の夢や目標が持ちにく

した子は少なく︑必ずしも日本に対

もとは一般企業で働きながら︑外国

い状況の子どもたちについて︑代表

子どもたちに伴走し︑
学び合える場を

にルーツを持つ子どもたちの高校進

理事の柴山さんは﹁どんなに言葉で

また︑在留資格等について教職員

学支援をする団体でボランティアを

いか﹂という課題意識を持っていま

が学べる場が限られていることも課

伝えてもイメージがしづらい︒人生

した︒平成 年に︑都立高校に通う

題になっています︒
﹁在留資格の制

していました︒その後︑同団体に転

外国にルーツを持つ生徒に向けたガ

限もあり︑そのままの在留資格では

のロールモデルとなる先輩の存在が

イダンスを企画する機会がありまし

就職ができなかったり︑奨学金が受

職し︑働く中で︑
﹁高校生になるま

た︒そこで︑現グロラボ副代表理事

給できなかったりすることがある︒

大きいが︑出会える機会が少ないの

の景山宙さんと知り合い︑
﹁子ども

高校の先生もそういった課題を学ぶ

での支援はあるが︑それ以降の若者

たちに伴走し︑継続的な支援がした

場が少なく︑生徒の状況を把握して

も現状﹂と話します︒

い﹂と意気投合したことが︑グロラ

いないこともある﹂と言います︒

へのサポートが少ない︒何かできな

ボ設立の背景です︒

と︑高校中退率は 倍で︑大学進学

29

率は ポイントも低くなっています︒ と︑そのコミュニティの中だけで人

7

30

29
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（※）文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査
（平成30年度）
」令和元年9月27日
https://www.mext.go.jp/content/20200110̲mxt-kyousei011421569̲00001̲02.pdf

◆

（※）

◆

柴山智帆さん
代表理事

グロラボの皆さん

に比べて学習内容の難易度が上がり︑ 動画を制作し︑ホームページ上およ

の困難さです︒高校では︑小中学校

四つ目は︑日本語習得・教科学習

び YouTube
に掲載しています︒情
報提供だけでない︑自分の将来につ

て説明する多言語キャリア進路支援

て︑やさしい日本語や多言語を用い

に つ い て﹁ 知 る ﹂た め の ツ ー ル と し

日本での進学や就職︑在留資格等

柴山さんは話します︒

援ができるよう心がけている﹂と︑

培ってほしいという思いで︑伴走支

問題解決に取り組めるような力を

ではなく︑周りの力を借りながら︑

なっています︒
﹁相談に答えるだけ

は︑ Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ 相 談 が で き る よ う に

状況を知った上で︑相談したい時に

インツールをつくりました︒自身の

います︒ツールだけでなく︑さまざ

いて考えるきっかけとなれば﹂と言

先輩の生き方に触れられ︑自分につ

習をしながら︑ロールモデルとなる

しています︒柴山さんは﹁日本語学

リライト教材を制作し︑配信を開始

語を使ってこのライフストーリーの

を公開していますが︑やさしい日本

タビューをして︑ライフストーリー

ます︒

ルバイトや部活動もあり︑勉強時間
いて考えるきっかけとなり︑自己理

場合や︑生活基盤をつくるために必

が確保しにくくなります︒
﹁この問
解につながるような動画も制作して

授業が難しくなります︒加えて︑ア

裕がないことがあります︒

死に働き︑子どもの進路を考える余

題に対し︑文部科学省は︑高校生の

います︒また︑外国にルーツを持つ先

ポートをめざしています︒

ネットワークを使った﹁面﹂でのサ

まな活動で他団体や企業と連携し︑

日本語指導の制度化をめざしている﹂

輩の経験や思いをインタビューした

多くの子どもたちに
存在を知ってもらう

と︑柴山さんは言います︒

ロラボは︑支援が特に手薄だと考え

これら つの主な課題のうち︑グ

とはいえ︑外国にルーツを持つ若

等についての授業も行っています︒

にも︑都立高校の定時制で進路選択

町と協力し︑実施しています︒ほか

成に注力している北海道十勝郡浦幌

ジプログラム﹂を企画し︑次世代育

分の将来を考える﹁みらいチャレン

ます︒さまざまな大人に出会い︑自

た子が挑戦できる機会をつくってい

た﹂ことで自分でも何かしようと思っ

﹁参加する・つながる﹂では︑
﹁知っ

しています︒

授業で使ってもらい︑子どもたちに

グロラボが制作している動画などを

つながりを持つようにしています︒

留資格の課題等について学べるオン

そこで︑支援者・教職員向けに︑在

らうことが大切だと分かりました︒

の教職員や支援団体の方に知っても

彼らにとって身近な大人である学校

ムページ上に置いているだけでは︑

﹁外国にルーツを持つことが壁で

の可能性を感じています︒

はないか﹂と︑活動の中で若者たち

に限らず︑あらゆる分野の﹃マイノ

すことができる︒彼ら彼女らは国籍

日本の社会の﹃当たり前﹄を問い直

からこそ自分の頭で考える力があり︑

しかし︑多くの壁にぶつかってきた

低いなど︑課題が注目されやすい︒

う課題も見えてきています︒まずは︑ 若者は︑言葉の壁や進学・就職率が

子どもたちに使ってもらえないとい

はなく︑利点としてとらえてほしい

援動画を紹介するイベントを実施し︑ リティ﹄への理解に長けているので

ライン研修会や︑多言語キャリア支

という思いがある︒課題に対しては

柴山さんは﹁外国にルーツを持つ

全ての若者にのびしろがある

る日本語指導・教科学習以外の つ

者には進路選択にあたって在留資格

紹介してもらうことで︑ツールやグ

サポートをし︑周りの若者と同じよ

こうしたツールをつくっても︑ホー

の課題に焦点をあて︑
﹁知る﹂
﹁参加

を考慮しなければいけない等︑さま

ロラボの存在を届けることができる

うに学校生活を送り︑納得感を持っ

記事﹁ライフストーリー﹂を順次公開

する・つながる﹂
﹁診断する・相談

﹁診断する・相談する﹂しくみとして︑ ようになります︒教育現場で実際に

ざまな課題があります︒そのため︑

使うことで︑新たな使い方や可能性

グロラボの取組み

する﹂をテーマに活動を展開してい

自分の現在の状況を入力し︑アルバ

て進路選択ができるような社会に

なってほしい﹂と話します︒

を発見することもあります︒

外国にルーツを持つ社会人にイン

◆

どの回答を多言語で得られるオンラ
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◆

イトはできるか︑就職はできるかな

進路について分かりやすく説明する動画

◆

3

4

代表理事
室津瞳さん

ダブルケア当事者と
行政・支援者の架け橋をめざす
▼ NPO 法人こだまの集い

者に届け︑ダブルケアの支援体制の

ように困っているのかを行政や支援

いいます︒当事者が何についてどの

体制は足りていないことを知ったと

二つ目は︑武蔵野大学と協働して

ているワークショップ﹂と話します︒

守ったり︑
おしゃべり会の役割も担っ

い て し ま っ た 参加者 を み ん な で 見

した時に思わぬ本音が聞けたり︑泣

いるダブルケア研究です︒室津さん

整備をめざすため︑２０１９年 月
にこだまの集いを設立しました︒

フルタイム勤務していました︒そん

３歳の子を育てながら看護師として

第二子を妊娠中だった室津さんは︑

わる事業所を運営するメンバー 名

験したメンバーや︑保育や介護に関

こだまの集いは︑ダブルケアを経

現在︑調査から明らかになったダブ

いことだと考えている﹂と言います︒

支援者への情報提供は優先順位が高

が分からないという声もあったので︑

が分からないが故にサポートの仕方

は﹁支援者からはダブルケアの実態

な中︑実家に帰ったある日︑父が末期

で構成されています︒そのため︑子育

ルケア当事者の実態や課題︑ニーズ

ダブルケアの経験があります︒当時

ダブルケアとは︑子育てと介護を

がんの診断を受けたことを聞いたと

て分野と介護分野の制度に明るく︑

を伝えられるよう準備をすすめてい

困りごとを社会に届ける

同時に行っている状態を意味します︒

いいます︒父がターミナルケアに入っ

支援現場のリアルな声︑当事者とし

ます︒

ダブルケアとは

民間保険会社が︑２０１８年に全国

た頃︑母もがんを患い︑入院しました︒

ての経験も併せ持つチームであるこ

30

ダブルケアに直面する人の割合は ・

によると︑過去︑現在︑未来において

いく中でダブルケアが決してマイノ

もいるのではないか﹂と感じ︑調べて

﹁私と同じような状況の人はほかに

ひっ迫した状況を語ります︒

がら必死に生活していた﹂と︑当時の

族みんながケアしたりされたりしな

社会資源には結びつかなかった︒家

仕事を両立するための有益な情報や

知識はあったものの︑ダブルケアと

して働いていた経験もあり︑福祉の

﹁介護福祉士と
た﹂と振り返ります︒

に行うことになったという印象だっ

自分のケア︑そして仕事を突然同時

時は︑育児と両親のケア︑妊婦である

います︒室津さんは﹁遊び感覚だから

ラインで２か月に１回程度開催して

いう方や支援者の参加もあり︑オン

なく︑今後ダブルケアになりそうと

ワークショップです︒当事者だけで

源 に つ な が る こ と を め ざ す 体験型

し︑周囲を頼ることや早期に社会資

何を優先したいかという思考を整理

﹁誰かに頼める﹂と振り分けることで︑

カードに書かれており﹁自分でやる﹂

児 や 介護 に 関 す る よ く あ る 場面 が

見える化ワークショップ〜﹂です︒育

ケア３６６〜子育て×介護×仕事の

を行っています︒一つ目は︑
﹁ダブル

現在は︑大きく分けて３つの活動

は少ない傾向がある︒一方︑地方で

較的多くあるが︑頼れる親族や知人

は子育て︑介護ともに社会資源が比

うことも分かったといいます︒
﹁東京

で︑東京と地方では介護の性質が違

また︑さまざまな人の話を聞く中

もしれない﹂と︑室津さんは話します︒

ナーの機会が必要とされているのか

始めているからこそ︑こうしたセミ

現場ではダブルケアの困難さが見え

ナを立ててくれているのだと思う︒

向けた依頼が増えているといいます︒

が︑最近は︑特に介護現場の支援者に

まざまな依頼に応じて行っています

設立の背景には︑代表理

ダブルケアは
マイノリティじゃない

が︑
﹁こだまの集い﹂です︒

することをめざしているの

け︑支援のしくみや体制整備に貢献

ア当事者の思いを行政や支援者に届

そのような状況に対し︑ダブルケ

加が予測されています︒

今後ますますダブルケア当事者の増

産年齢の高齢化が背景に挙げられ︑

％でした ︒高齢者人口の増加や出

36

事である室津瞳さん自身の

﹁支援者がダブルケアの問題にアンテ

リティではないこと︑一方でダブル

11

は︑親族など助けを求められる人が

55

話しやすいこともあると思う︒ふと

状況﹄である﹂と説明し︑行った調査

話・見守り・介護が同時期に発生する

ブルケアとは﹃子育てと親・義親の世

歳の男女約 万 千名を対象に﹁ダ

の大学生以下の子どもを持つ 〜

室津さんは﹁今思えばダブルケアに

とが強みです︒

7

ケアの状況を支えるためのしくみや

三つ目はセミナーの開催です︒さ

なる予兆はあったとも思うが︑その

◆

1

（※）

◆

8
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（※）ソニー生命保険株式会社「ダブルケアに関する調査2018」
https://www.sonylife.co.jp/company/news/30/nr̲180718.html

5

◆

6

2021.12.26 - 2022.1.25

※対象期間外のできごとを掲載させていただく場合もあります

ダブルケアは︑世の

ます︒

い﹂と︑室津さんは話し

ケアラーの負担が大き

れない場合にはダブル

いため︑身近な人に頼

いが︑社会資源が少な

近くにいる可能性は高

族のことだからこそ﹃自分がやるし

に自宅に戻った方もいた︒大切な家

がいないという理由で︑出産２日後

る︒子育ても介護もほかにできる人

や不和につながってしまうこともあ

ンスが崩れ︑時には家庭内での暴力

ポートが弱まる︒すると︑家族のバラ

杯になると︑必然的に親世代へのサ

ども世代が出産を経て子育てに手一

と考えられます︒
﹁介護をしている子

身内で行うという意識があるからだ

あることや︑子育ても介護もまずは

えた支援体制を構築して︑相談者の

れの分野が課題を共有し︑分野を超

が高い﹂と言います︒続けて﹁それぞ

源を調べ︑調整することはハードル

力も限られており︑その中で社会資

ブルケアを担う現役世代は時間も体

護に関わる制度はそれぞれあるが︑
ダ

室津さんは﹁子育て支援の制度︑介

くりの必要性を強調します︒

づくりは急務﹂と︑室津さんは体制づ

りだけに頼らないサポートのしくみ

番の危うさであり︑それぞれの頑張

り立っているように見えることが一

を諦めざるを得ない状況をなくした

ルケアによって︑やりたいことや仕事

いくことが予想されている中で︑ダブ

﹁今後︑ダブルケアがさらに増えて

ダブルケア勉強会を開催予定です︒

集いでも︑この動きに合わせ︑２月に

うとする動きがあります︒こだまの

らい︑支援のネットワークをつくろ

という言葉を広く世の中に知っても

ブルケア月間﹂と定め︑﹁ダブルケア﹂

現在︑支援団体を中心に２月を﹁ダ

の当事者への相談体制をさらに強化するため、LINE
都ひとり親家庭支援センター「はあと」では、ひとり親

アプリによる相談窓口を開設。対象は、都内に住む
ひとり親家庭の方、離婚を考えている方など。

31 特設ホームぺージを開設

厚労省は、ヤングケアラーが早期に発見され適切な

ラーに係る特設ホームぺージを開設。そのほか、動

支援につながる社会を実現するために、ヤングケア

画、ポスター、
リーフレッ
トを作成。都道府県、市区町

村、学校などに広く周知する予定。

▼特設ホームぺージ

「子どもが子どもでいられる街に。

〜みんなでヤングケアラーを

支える社会を目指して〜」

https://www.mhlw.go.jp/

young-carer/

ざしたい﹂と︑室津さんは話します︒

子育てにも介護にも後悔しない

中 で の 認知度 が 低 く︑

かない﹄﹃頑張るしかない﹄と無理し

15 開始

◆

推進するための施策の方向性を明らかにしている。

ダブルケアラーは
見えにくい存在

その大変さも理解され

い︒そして︑子育てにも介護にも追い

作成のための指針」を改訂。

状況をつなげていけると負担は軽減

針」および「災害時要配慮者防災行動マニュアル

てしまうと同時に︑無理をして何と

および関連指針の改訂を反映した、
区市町村向けの

にくいといいます︒そ

「災害時要配慮者への災害対策推進のための指

詰められず︑後悔もしない社会をめ

26 都は、令和3年5月に改正した災害対策基本法改正

できるのではないか﹂と話します︒

アカウント名：はあとライン ID：@782gxinv

かなってしまう年齢層だからこそ見

14時〜21時半

れは︑ダブルケア当事

相談受付時間：毎週水曜日・土曜日

えにくい状況があると思う︒一見︑成

【シングルママパパつながるライン】

者の多くが現役世代で

広 告 欄
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9

都は、令和３年度から８年度までの６か年の「第二期
pick up

◆

ヤングケアラーに係る
1

災害時要配慮者対策に係る指針を改訂
1

「シングルママパパつながるライン」を
1

「ダブルケア366
〜子育て×介護×
仕事の見える化
ワークショップ〜」
の様子

「第二期東京都地域福祉支援計画」を
27 策定
12

東京都地域福祉支援計画」を策定。東京における
地域共生社会の実現に向け、都、区市町村、関係

団体および地域住民等が一体となって地域福祉を

M onthly News

福祉のできごと

東社協

新会員のご紹介

福祉の仕事
就職フォーラムのご案内

就職フォーラム﹂をオンラインで開催

２８法人がオンライン説明を

①法人説明会 上記４日間で１

▽介護居宅連絡会

します︒福祉の仕事に興味がある方は

実 施 し ま す︒説 明 を 聞 き︑

▽東京都高齢者福祉施設協議会

▽情報連絡会員

多くの法人に出会える機会ですので︑
ぜ

チャットで直接質問ができま

︽主な内容︾

はなもも／ケアランド南風／アース／

ひご参加ください︒参加には各開催日

す︒

福祉系合同就職説明会﹁福祉の仕事

リーフ／ウィズブック保育園砂田橋／

前日 時までに特設サイトで事前登録

②特設サイトで福祉業界や就活

サンホーム南大泉

▽保育部会
天神ハイツ／殿町荘／大谷ハイツ／上

が必要です︒

35

出展数 １２８法人︵ 都内の福祉関係

13

んホーム目黒／高齢者在宅サービスセ

駒込第二若草保育園／亀が岡りりおっ
尾ハイツ／君津ハイツ／検見川ハイツ

について学べるセミナーの動

各日 時〜 時 分

︵金︶
・５日
︵土︶

日時 ３ 月 ２ 日︵ 水 ︶
・３ 日︵ 木 ︶
・４ 日

17

ンター長崎第二豊寿園

こ保育園

︽イベント概要︾

した。

広 告 欄

画を配信します︒

／浦安ハイツ／東葛西ハイツ／就労継

がい者支援センター／ふじ居住支援／
地域活動支援センターまちプラ／富士

ジを見せあいながら、冬の一日を楽しく過ごしま

施設・事業所運営法人︶

東社協東京善意銀行では、社会福祉施設等への寄附
のご相談を承っております。
●千代田区神田駿河台1-8-11 東京 YWCA 会館3階
☎03-5283-6890
zen-i@tcsw.tvac.or.jp

▽知的発達障害部会

トを受け取った子どもたちは、お互いのメッセー

17

本国アメリカでの社会貢献活動をモデルに、
プレゼントの贈呈に
は、商品を包装するパッケージが使われました。
（写真提供：東京都勝山学園）

作業所／富士清掃サービス／ＡＴＯＭ

設へお贈りいただくことになりました。プレゼン

／ひあたり野津田

社員の方々からのメッセージを添えて児童福祉施

東京都福祉人材センターキ
人材センターキャラクター

フクシロウ

就職フォーラム特設サイト
https://www.fukushi-forum.com/

特別養護老人ホームピオーネ三鷹／さ

たがい、お菓子や文具をパッケージに詰め合わせ、

続支援Ｂ型事業所ななテラス／グルー

うお申し出をいただきました。寄附のご意向にし

▽身体障害者福祉部会

で暮らす子どもたちへプレゼントを贈りたいとい

プホームすずらん／町田市鶴川地域障

ル企業である VF ジャパン株式会社より、福祉施設

花畑あかしあ園

ライフスタイルブランドを複数擁するグローバ

あおいとり上田

）
社会貢献活動

（

寄附のカタチ
東京 の

（不定期掲載）
東京善意銀行への寄附をご紹介します。

10
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発
東社協

1月
月31日
月
月31
31日
3
1日
（月）
（月
月）
月
）
時点の情報です。感染症拡大防止のため
時
時点の
時点
点の情報
点の情
の情報
情報です
です。感
感染症拡
感染症
染症拡大
症拡大
拡大防止
止のた
のため、イベン
イベン
ベントが
トが
が中
中
中止
止ま
止
ま
また
たは
た
は延
は
延期
延
期に
期
に
にな
な
なる
る可
る
可能
可
能性
能
性
があります。詳細は各団体にお問合わせください。
がありま
が
あります。詳
。詳細は各団体にお問合わせください。
TEL 03-5232-8910

助 成金

HP https://mentalhealth36.com

HP https://www.smtb.jp/personal/entrust

令和3年度下期一般助成
障害児・者（含む難病）
に対する
自立支援活動への助成

【オンライン】
リーガルサポート
意思決定支援シンポジウム

ment/public/example/list

講 座・シンポジウム

2月28日（月）消印有効 対象 ①障害児・者
の自立と福祉向上を目的とした各種活動②障 【会場・オンライン】
締切

害児・者に対する自助・自立の支援事業を行う、
東日本エリア（北海道、東北、関東、中部地方）

日時

2021年度 都医学研

3月18日（金）13時〜17時半【オンデマンド

配 信 期 間：4月1日 〜 6月30日 】

都民講座

に拠点住所（実施場所）
がある非営利団体等で、
令和4年11月30日（半年以内）までに終了する

定員【会場】
40名【オンライン】500名

事業 ※難病患者およびその家族を支援して
上限

れも先着順 費用 無料 内容「認知症とともに
生きる人の希望を支えるケア」をテーマに、認

所定の申請書と

知症診断直後からの支援の世界的な潮流の紹

TEL 03-3359-0541

必要書類を郵送 問合（公財）洲崎福祉財団事
務局 〒103-0022 中央区日本橋室町3-2-1 日

介、科学的介護を推進するプログラム、コロナ

HP https://www.legal-support.or.jp

いる団体等も対象（法人格は不問）
200万円（下限10万円）

申込

助成

以後の変遷についての講演

指して」をテーマに、基調講演、パネルディス
カッション 締切 3月4日（金） 申込 HP 問合
（公社）成年後見センター・リーガルサポート事

※いず

務局

2月21日
（月）

必着
HP、メール、往復はがき 問合（公 【会場・オンライン】
2021年度ストレス科学シンポジウム
財）東京都医学総合研究所事務局 研究推進課

本橋室町三井タワー15F
TEL 03-6870-2019

締切

無料

500名
後見事務のガイドライン』の実務への定着を目

2月25日（金）14時半〜16時 場所【会場】
都医学研講堂【オンライン】Zoomウェビナー
日時

費用

内容「
『意思決定支援を踏まえた

定員

申込

FAX 03-6870-2119

HP https://www.swf.or.jp/support1

普及広報係 〒156-8506 世田谷区上北沢2-1-6
TEL 03-5316-3109

公益信託
池田輝子記念精神障害者福祉基金

メール

tomin@igakuken.or.jp

日時 3月20日
（日）14時〜17時 場所【会場】
フク
ラシア丸の内オアゾ（丸の内オアゾ15F）【オ

ンライン】Zoomウェビナー 費用 無料 定員
【会場】50名※定員超の場合、抽選【オンライ

HP https://www.igakuken.or.jp

締切 3月31日
（木）消印有効 対象 次の事業を
実施する都内に設置されている障害者総合支 【オンライン】

ン】400名 ※先着順 内容「うつにならない」
をテーマに、
うつ病臨床の第一人者の先生方か

援法に基づく障害福祉サービス事業、その他関

らうつ病予防についての最新の知見等に関す

連する自主事業を行う施設等（除く公立施設）
①施設における作業や教育等の処遇向上に資
する諸設備・物品の購入等②生活環境改善の

第36回日本精神保健会議
メンタルヘルスの集い
日時

3月5日
（土）
13時〜16時半

費用

る講演や討論
無料

定員

締切【会場】
2月末日

上限100万円程度（下

400名 ※先着順 内容「新型コロナウィルス
と女性・家族・社会〜生きやすい街づくりのた

所定の申請書と必要書類を

めにできること〜」をテーマに、特別講演、シン

TEL 03-6205-5877

郵送 問合 三井住友信託銀行個人資産受託
業務部公益信託グループ 池田輝子記念精神

ポジウム

HP https://www.phrf.jp

障害者福祉基金申請口 〒105-8574 港区芝

問合（公財）
日本精神衛生会事務局

3-33-1

TEL 03-3518-9524

ための施設改修等
限10万円）

申込

助成

対象

一般市民、精神保健福祉関係

者、教育関係者他

場所 ＝場
＝場所
＝
場所
場
所

締切

助成 ＝助
助成
成金額
成金額

2月28日
（月）

定員 ＝
＝定員
定員
定員

申込

【オンラ

イン】3月10日（木） 申込 HP 問合（公財）パブ
リックヘルスリサーチセンター ストレス科学研
究所

HP

受付 ＝受
＝受付
＝
受付期
受
付期間
付
期
期間
間

締切 ＝申込締
込締切
込
締
締切
切

日時 ＝日時
日時

申込 ＝申込
＝申
＝
申込方法
申込方
込方法
方法

問合 ＝問合せ
合せ先
合せ先
先

※この他にも東
も東社協ホームページに各種情報を掲載しています
も東社
東社
東社協
社協ホ
協
協ホー
ホームペー
ページ
ージに
ジに各
各種
各
種情
種
情
情報を掲
報を掲
を掲載
掲載して
掲載し
載して
しています
すh
https://www.tc
tt
ttps
p ://w
/ ww
www
w.tc
tc
tcsw
sw
w.tv
tvac
tvac
ac.o
orr.jp
jp
jp/a
jp/a
/abo
/abo
bout
ut/ke
/keyw
yword
ywo
word/ka
kaku
kush
shu.
shu
u.ht
u
h ml
ht
m

費用 ＝参
参加費
参
加
加費
費

内容 ＝内容
内容・テーマ
ーマ

対象 ＝対象者
象者

資料ガイド
■会議資料
■
「地域における保育所・保育士等の在り方
に関する検討会」取りまとめ（厚生労働省／
12月）

■障害者活躍推進計画の実施状況
（令和2
（文部科学省／12月）
年度）
■第8回「障害者雇用・福祉施策の連携強化
に関する検討会
（オンライン開催）
」資料
（厚生労働省／1月）

■
「雇用保険法等の一部を改正する法律案
要綱」諮問及び答申（厚生労働省／1月）
■第113回労働政策審議会障害者雇用分
（厚生労働省／1月）
科会
（資料）
■社会保障審議会年金事業管理部会資料
（厚生労働省／1月）
（第59回）

■調査結果
■学校における専門スタッフ等の活用に関
する調査〈 勧告に対する改善措置状況
（総務省／12月）
（フォローアップ）
の概要〉
■令和2年度
「高齢者虐待の防止、高齢者の
養護者に対する支援等に関する法律」に
基づく対応状況等に関する調査結果（厚生
労働省／12月）

■令和2年度「母子保健事業の実施状況等
調査」の調査結果（厚生労働省／12月）
■令和2年社会福祉施設等調査の概況（厚生
労働省／12月）

■令和2年度における都内私立学校の体罰
に係る実態把握の結果（都生活文化局／12

■国民生活に関する世論調査（内閣府／1月）
■令和3年度大学等卒業予定者 の 就職内
（文部科学省／1
定状況調査
（12月1日現在）
月）

■児童養護施設等退所者の実態調査結果
（都福祉保健局／1月）

■令和2年国勢調査人口等基本集計結果
概要（都総務局／1月）
■その他
■
「アニュアルレポート2020-2021」
（年次
（全国社会福祉協議会／12月）
報告書）
■令和4年度の年金額改定について（厚生労
働省／1月）

月）
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受け手を想像しながら活動し︑
一人でも多くの人が
喜ぶ支援をしたい

コロナ禍の社会福祉法人の地域における
公益的な取組み

ゆるやかに紡ぐPartⅡ
（コロナ禍編）

本書は、東京都地域公益活動推進協議会で昨年度
行われた「実践発表会」で発表された事例をもとに、
編集し掲載しています。また、取組み事例の一つをマ
ンガで表現する試みも行っています。
◆規格 四六判／154頁 ◆発売日 2021.6.21
◆定価：880円
（本体800円 + 税10％）

ざるを得なかったのですが︑高齢
者や障害者の方たちと触れ合うこ
とが︑とても楽しかったことを覚
え て い ま す︒ ま た︑ 趣 味 も 多 く︑
歌舞伎やミュージカルの鑑賞のほ
か︑コロナ禍前は海外旅行にもよ
く行っていました︒小さい頃の制
約の反動で︑趣味も含めて活発に
行動できているのかもしれません︒
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※「福祉広報」全ページをホームページに公開しています。
※視覚障害のある方に読んでいただくため、テキストデータをホームページに掲載しています。
https://www.tcsw.tvac.or.jp/koho/kohoText/

福祉施設・事業所の取組み事例集

もあります︒私たちが選んだ食品
で︑喜んでくれる方が一人でもい
ることがとても嬉しいですし︑心
が温かくなります︒私たちから直
接利用者さんにお渡しすることは
ありませんが︑食品提供依頼書や
メールなどを通じて︑
﹁顔が見えな
いけれど顔の見える支援﹂という
感覚で活動しています︒

ご意見お待ちしています！

https://www.tcsw.
tvac.or.jp/

いろいろなことに興味を持って
活動に参加してほしい

実践を「ふくし実践事例ポータ

☎０３
（３２６８）
７１８５

子どもの頃の経験が
活動や行動につながっている

ル」で紹介しています

ご注文は東社協図書係まで

今後については︑寄付していた
だいた食品を直接︑困窮者世帯に
お渡しするような﹁顔の見える支
援﹂や︑地震や災害が起きた時に︑
ここに保管している食品をどのよ
うに提供していくかを考えていく
必要があると思っています︒
これからもし︑ボランティア活
動を始めることを考えている人に
は︑いろいろなことに興味を持っ
て︑さまざまな活動に参加してほ
しいなと思います︒そして︑想像
を働かせながら︑活動することを
大切にしてほしいです︒

の解決にむけて取り組んでいる

本

子どもの頃︑体が弱かったので︑
いろいろな制約の中で育ってきま
した︒そのこともあり︑
﹁人や社会
の役に立ちたい﹂という気持ちは
昔からあり︑それが︑幅広い活動
に参加する原動力になっているの
だ と 思 い ま す︒ 会 社 員 時 代 か ら︑
電話相談や高齢者への配食ボラン
ティアなどにも定期的に参加した
り︑ホームヘルパーの資格を取り︑
高齢者や障害者のご自宅に訪問し
て介護や援助の仕事をしたりして
いました︒特に︑ホームヘルパー
活動は︑ひざを痛めて半年で辞め

社会福祉法人をはじめとするさ

コロナ禍でも日常を守るために
NEW

フードバンクは︑一般家庭や企業から寄付さ
れた食品を困窮世帯や地域の施設・団体に提
供する活動です︒三鷹市にある﹁フードバン
クみたか﹂で副代表を務める寺嶋佐妃子さん
にお話を伺いました︒

の活動発信︑寄付食品を受け付け
る﹁まんぷくＢＯＸ﹂をボランティ
アセンターに設置するなどの活動
を行ったことで︑市民や企業から
たくさんの寄付をいただきました︒
今では年間約１トンの食品が集まっ
ています︒提供先は︑困窮世帯だ
けでなく︑福祉施設や子ども食堂
など広い範囲でお渡しできていま
す︒食品の入っていた段ボールな
どの処理や重い食品の仕分けな
ど︑大変なことはありますが︑活
動を通じて︑フードロスに貢献で
きている大きな達成感を感じてい
ます︒
想像しながら行う﹁顔が見えな
いけれど顔の見える支援﹂
フードバンク活動では︑提供す
る方のことを想像することを大切
にしています︒自立相談支援機関
からの依頼では︑食品提供依頼書
をもとに段ボールに食品を詰めて
いくのですが︑
﹁この食品を入れた
ら喜ぶかな﹂とか﹁この食品とこ
の食品を入れたら︑バランスの良
い食事がとれるな﹂といったこと
を想像しながら作業しています︒
お礼のメールや連絡が届くこと

本号では、十分な感染症対策をとった上で取材を行いました。
一部記事では、Web 会議システムなどを用いたリモート取材を行いました。

● kouhou@tcsw.tvac.or.jp
●イラスト／加藤由紀 ●デザイン・プリント／株式会社美巧社

まざまな主体が地域の福祉課題

●毎月1回8日発行／定価315円
（本体286円＋税10%）
●発行人／小林秀樹 社会福祉法人東京都社会福祉協議会
東京都新宿区神楽河岸1番1号 ☎03
（3268）
7171
●振替口座／00110-4-71955
● https://www.tcsw.tvac.or.jp/

「福祉広報」令和2年8月号から3年7月号まで12回に
わたり連載コーナーで紹介してきた、コロナ禍におけ
る多分野の福祉施設・事業所等の取組みをまとめた
書籍です。本事例集を通してコロナ禍でも日常を守
るために奮闘する福祉施設・事業所の姿とさまざまな
工夫を知っていただけたら幸いです。
◆規格 B5判／100頁 ◆発売日 2022.1.24
（本体1,300円 + 税10％）
◆定価：1,430円

◆

本事例集は、地域福祉推進検討ワーキング報告書
「東京らしい包摂・共生型の地域共生社会づくりをめ
ざして」
（令和3年3月とりまとめ）
の資料編を再編集
し、発行したものです。事例を通じ、地域共生社会の
実現に向けて一人ひとりに何ができるのかを考える
きっかけにしてほしいと思います。
◆規格 A4判／36頁 ◆発売日 2021.7.2
◆定価：935円
（本体850円 + 税10％）

定期購読者募集中！

東社協の

◆

参加のきっかけとフードバンク
活動を通じて感じる達成感
もともと︑フードロス問題に関
心がありました︒テレビでフード
バンク活動を行う団体の取組みを
見て︑生活困窮者支援にもつなが
る良い活動だと思いました︒定年
退職を機に何か社会の役に立つこ
と を し た い と 考 え て い た と こ ろ︑
ちょうど三鷹市社会福祉協議会主
催のフードバンク
団体立ち上げを目
的としたセミナー
に 参 加 し ま し た︒
それがきっかけ
で︑フードバンク
活動に関わること
になりました︒食
品の仕分け作業の
ほか︑事務職の経
験を活かし︑団体
の事務処理等も
行っています︒
活動当初は食品
が十分に集まるか
どうか不安もあり
ましたが︑市報や
などで
Facebook
◆

◆

生きづらさや孤立を包摂するための
7つの実践事例集

と
ひ
食品管理の様子

今
し
ら
く

