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新体制について 施設長　李在一

　　　　

この 4月に新体制を実施します。その基本的な考

え方について述べます。

まず今年度は、日中活動において個別支援を充実

させたいという目標があります。個別支援の充実と

は、今まで以上に支援の成果が利用者に反映される

ことで支援自体を目に視える形にしていきます。そ

もそも利用者に対する支援は積極的に評価される必

要があります。たとえば営利企業と比べて福祉は消

費するだけの存在だとのネガティブな捉え方もある

ようですが、それはとんでもないまちがいだと言わ

ねばなりません。利用者の可能性を具体的に追求し

拡大していくことは正当に評価されて然るべき意義

があります。それは人間賛歌そのものではないで

しょうか。私はそう考えています。

そのためには支援力の向上が不可欠です。それに

異議を唱える人は誰もいないでしょう。しかし職員

当事者にとってそれを具体化していく過程は常に未

知の領域になります。なぜなら支援の向上とは過去

のありかたでなく、未来のまだ実践していない領域

の支援――すなわち「未知」というわけです。果た

して職員たちはそれをどのように捉えることでしょ

うか？できることなればワクワクした気持ちで取り

組んでもらえればステキだと思います。どのみち新

体制下では安定から常なる変化の日々になることは

まちがいありませんから。

支援力の向上において、私には「自主規制」とい

う「カベ」が見えます。その「カベ」を取り除くた

めの新体制です。私たちはこれまでおおむねプラス

アルファという前提からはじめる積み重ねの組織改

善をしてきました。けれども「カベ」を完全に取り

除くには限界がありました。プラスアルファの「プ

ラス」という前提の中に「自主規制」として支援の

業務を萎縮させてしまう要素があるのです。

それは相互扶助という福祉の理念とセットされて

いるかのように潜んでいる「悪平等」です。相互扶

助は互いに助け合う意味なのですが、この「互いに」

という点を「平等」という概念で認識してしまうの

です。持てる者と持たざる者との相互扶助は成立し

ます。持てる者が持たざる者に分かち合えばよいの

です。それは持てる者の一方的な行為のように映り

ますが、その状況はまぎれもなく「相互扶助」なの

です。「持てる者」と「持たざる者」という二者間の

相互扶助なのであり、それは平等であり対等な関係

なのです。こうした二者間を不公平であたかも上下

関係とみることが「悪平等」です。条件の異なるＡ

とＢの関係は、「条件が異なるから対等ではない」で

はなく、「条件が異なるがＡとＢは対等だ」という目

線が必要です。

「自主規制」というよどんだ空気感を打破しよう！ さて、私がいいたいことは、人間は能力が異なる

という点にあります。つまり「能力が異なるからＡ

とＢは対等ではない」とする目線ではなく、「能力は

異なるがＡとＢは対等だ」という目線です。つまり

私たちの支援の仕事というものも、人それぞれに当

然のことながら能力は異なります。しかし実際の現

場では、支援の能力が異なることを否定して、一律

に平坦に合わせてしまう「自主規制」が強く働いて

います。ある人が１０の内、１の力で出来てしまう

支援を、別の人は１０の内、１０の力を必要とする

場合もあります。この差は 1／ 10 の力で結果が出せ

てしまう人を限りなく萎縮させ「自主規制」させます。

なぜなら業務における支援能力の差異が、そのまま

労働現場の差別化になると思い込んでいるからです。

同じ仕事をしていながら、仕事の方法や結果があま

りにも異なってしまうと、職場の秩序や職員間のバ

ランスが保てないと考えてしまうのです。だから自

分の能力に規制をかけて、仕事の方法と結果を平均

に合わせようとする「自主規制」が作用するのです。

このような「自主規制」が続くと、職場は次第に

負のスパイラルに満ちていき活気のないよどんだ空

気感にやがて支配されていきます。私たちはこうし

た状況を打破しなくてはなりません。本来、人は自

分の能力をみがきながら精一杯働けることは快感で

あり喜びなのです。支援能力により支援結果に大き

な差異が出ても、それはそのまま認めるべきであっ

て、結果をぬりかえるような真似をする必要はない

のです。

私たちの仕事は生身の人間と接する仕事ですから、

福祉の教科書通りにいくはずもありません。だから

といって目の前にいる利用者という生身の人間の存

在、その支援の結果を認めなければなりません。そ

こからはじめるしかないのです。

目の前の利用者の存在よりも自己都合という自分

の内部から支援が行われていないでしょうか。目の

前にいる利用者の存在より、他者の目線を優先して

動いたことがないでしょうか。支援の限界を正当化

したことはないでしょうか。利用者の明日に思いを

馳せた支援をしているでしょうか。様々な課題を解

決していくのは、平坦な仕事にはありません。個々

人の能力が発揮されてこそ進化していくのが支援だ

と考えます。

以上のような考え方から新体制を実施します。こ

れは変化する体制です。大きく 3回程度は変化して

いくと最初から認識しておいて下さい。職員らの奮

闘に心から期待します。
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この 4月に新体制を実施します。その基本的な考

え方について述べます。

まず今年度は、日中活動において個別支援を充実

させたいという目標があります。個別支援の充実と

は、今まで以上に支援の成果が利用者に反映される

ことで支援自体を目に視える形にしていきます。そ

もそも利用者に対する支援は積極的に評価される必

要があります。たとえば営利企業と比べて福祉は消

費するだけの存在だとのネガティブな捉え方もある

ようですが、それはとんでもないまちがいだと言わ

ねばなりません。利用者の可能性を具体的に追求し

拡大していくことは正当に評価されて然るべき意義

があります。それは人間賛歌そのものではないで

しょうか。私はそう考えています。

そのためには支援力の向上が不可欠です。それに

異議を唱える人は誰もいないでしょう。しかし職員

当事者にとってそれを具体化していく過程は常に未

知の領域になります。なぜなら支援の向上とは過去

のありかたでなく、未来のまだ実践していない領域

の支援――すなわち「未知」というわけです。果た

して職員たちはそれをどのように捉えることでしょ

うか？できることなればワクワクした気持ちで取り

組んでもらえればステキだと思います。どのみち新

体制下では安定から常なる変化の日々になることは

まちがいありませんから。

支援力の向上において、私には「自主規制」とい

う「カベ」が見えます。その「カベ」を取り除くた

めの新体制です。私たちはこれまでおおむねプラス

アルファという前提からはじめる積み重ねの組織改

善をしてきました。けれども「カベ」を完全に取り

除くには限界がありました。プラスアルファの「プ

ラス」という前提の中に「自主規制」として支援の

業務を萎縮させてしまう要素があるのです。

それは相互扶助という福祉の理念とセットされて

いるかのように潜んでいる「悪平等」です。相互扶

助は互いに助け合う意味なのですが、この「互いに」

という点を「平等」という概念で認識してしまうの

です。持てる者と持たざる者との相互扶助は成立し

ます。持てる者が持たざる者に分かち合えばよいの

です。それは持てる者の一方的な行為のように映り

ますが、その状況はまぎれもなく「相互扶助」なの

です。「持てる者」と「持たざる者」という二者間の

相互扶助なのであり、それは平等であり対等な関係

なのです。こうした二者間を不公平であたかも上下

関係とみることが「悪平等」です。条件の異なるＡ

とＢの関係は、「条件が異なるから対等ではない」で

はなく、「条件が異なるがＡとＢは対等だ」という目

線が必要です。

さて、私がいいたいことは、人間は能力が異なる

という点にあります。つまり「能力が異なるからＡ

とＢは対等ではない」とする目線ではなく、「能力は

異なるがＡとＢは対等だ」という目線です。つまり

私たちの支援の仕事というものも、人それぞれに当

然のことながら能力は異なります。しかし実際の現

場では、支援の能力が異なることを否定して、一律

に平坦に合わせてしまう「自主規制」が強く働いて

います。ある人が１０の内、１の力で出来てしまう

支援を、別の人は１０の内、１０の力を必要とする

場合もあります。この差は 1／ 10 の力で結果が出せ

てしまう人を限りなく萎縮させ「自主規制」させます。

なぜなら業務における支援能力の差異が、そのまま

労働現場の差別化になると思い込んでいるからです。

同じ仕事をしていながら、仕事の方法や結果があま

りにも異なってしまうと、職場の秩序や職員間のバ

ランスが保てないと考えてしまうのです。だから自

分の能力に規制をかけて、仕事の方法と結果を平均

に合わせようとする「自主規制」が作用するのです。

このような「自主規制」が続くと、職場は次第に

負のスパイラルに満ちていき活気のないよどんだ空

気感にやがて支配されていきます。私たちはこうし

た状況を打破しなくてはなりません。本来、人は自

分の能力をみがきながら精一杯働けることは快感で

あり喜びなのです。支援能力により支援結果に大き

な差異が出ても、それはそのまま認めるべきであっ

て、結果をぬりかえるような真似をする必要はない

のです。

私たちの仕事は生身の人間と接する仕事ですから、

福祉の教科書通りにいくはずもありません。だから

といって目の前にいる利用者という生身の人間の存

在、その支援の結果を認めなければなりません。そ

こからはじめるしかないのです。

目の前の利用者の存在よりも自己都合という自分

の内部から支援が行われていないでしょうか。目の

前にいる利用者の存在より、他者の目線を優先して

動いたことがないでしょうか。支援の限界を正当化

したことはないでしょうか。利用者の明日に思いを

馳せた支援をしているでしょうか。様々な課題を解

決していくのは、平坦な仕事にはありません。個々

人の能力が発揮されてこそ進化していくのが支援だ

と考えます。

以上のような考え方から新体制を実施します。こ

れは変化する体制です。大きく 3回程度は変化して

いくと最初から認識しておいて下さい。職員らの奮

闘に心から期待します。

UP （アップ）
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入社式 支援員　神田綾乃

　　　　　　　　

２０１６年３月３１日に２０１６年度入社式が行

われました。今年の春からこいしろの里は３人の新

入社員を向かえました。新品のスーツに身を包み、

社会人としての希望や期待を膨らませて今日から新

生活がスタートします。

施設長の挨拶より入社式の始まりです。新入社員

の皆さんや利用者さん達、職員の緊張感が高まりま

す。

続いて、新入社員の皆さんへ入社辞令の交付です。

初めての辞令の交付に、新入社員の皆さんは緊張し

た面持ちながらも、堂々とした様子で演壇の前に

立っていました。そして一人ずつこれからの抱負に

ついて語ってもらいました。

次に既存職員と入所利用者さんからの代表の挨拶

がありました。代表の利用者さんは元気な大きい声

で新入社員の皆さんへ挨拶をしてくれました。

最後には職員、利用者さん一同で歓迎の歌を披露

しました。施設長のギター演奏にのせて、歌の大好

きな利用者さん達は楽しそうにリズムに合わせ身体

を揺らしながら、「上を向いて歩こう。」を元気よく

歌い聞かせてくれました。

きっと、新入社員の皆さんは利用者さん達の歌声

に背中を押されたことでしょう。

新人の皆さんのこれからの活躍に期待したいと思

います。

先輩からの激励

新人さん、がんばってね！

渾身の演奏
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お花見でのワンショット

桜並木 なかよし

きれいやなあ ひさびさのバドミントン

こんなに近くに 僕も同アングルで

　4月 5日、天啓公園へお花見に行ってきました！
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放課後等デイサービス”びーとる”の活動

リーダー　鈴木里帆

　　　　

　　　　

最近のびーとるの様子を報告させていただきま

す。びーとるではお子さんの成長や特性に合わせて

様々な活動に取り組んでいます。活動の一部を紹介

いたします。

○工作

季節の壁飾りや、紙粘土作品の制作をしています。

型にはめず、子どもたち一人ひとりの個性が発揮で

きるような作品を作っています。

○調理実習

道具の準備から片付けまで、すべて子どもたちが

自分でできるよう支援しています。自分たちで作っ

た料理を食べると、美味しさと共に達成感も実感で

きます。

○買い物

調理実習で使用する材料を近くのスーパーなどに

買い出しに行きます。

○お出かけ

公園や動物園に出かけています。屋外でのびのび

走り回ったり遊具を使って身体を動かしたりしてい

ます。

また、下のカレンダーはある月の活動計画です。

土日や長期休みなどの終日の活動や、放課後の活動

など、日によってプログラムを組んでいます。

他にも、びーとる独自でイベントも行っています。

３月には「ブラジルデー」と題して、ブラジル出身

の職員とポルトガル語の歌を歌ったりブラジルの伝

統的なおやつを作ったりしました。普段聞きなれな

いポルトガル語ですが、異文化に触れる貴重な時間

となりました。
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放課後等デイサービス　びーとる

営業日時：月～日曜日　8:30 ～ 17:30

（ただし、年末年始・お盆はお休みです）

活動場所：こいしろの里内

（将来的には新建屋に移動します）

送　　迎：要相談

アクセス：松阪市稲木町 1008 こいしろの里内

☎0598-28-4835

ブラジルのケーキ♪ 工作タイム

何を買おうかな イエーイ！

生クリームだ～
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在宅利用者お楽しみイベント 支援員　小林広尚

　２０１５年４月より、在宅利用者の方々に有意義

な時間を過ごしていただくため、毎月１回、外出を

主にイベントを実施してきました。その思い出をご

紹介します。

　４月は松阪港、松阪城跡にドライブに行きました。

ちょうど桜が見ごろの時期で車の中からでもきれい

な桜を見ることができました。また、松阪港では海

に浮かぶ船を見て楽しみました。

　５月は香良洲の渚フェスティバルに行きました。

潮干狩りで貝を探したり、出店で食事をしたりしま

した。

　６月はあまごセンターに行きました。新鮮なあま

ごの塩焼きはとても美味しくて食が進みました。ま

た、近くの森林公園の展望台に登ってみんなで景色

を眺めました。

　７月は１泊２日で大淀のキャンプ場に行きまし

た。砂浜で遊んだり、バーベキューをしたり、花火

をしたりしました。準備や片付けも利用者さんが中

心となって行いました。

　８月は松阪公園のプールに行きました。滝のよう

になっているプールやウォータースライダーで遊び

ました。

　９月は伊勢神宮、おかげ横丁に行きました。伊勢

神宮を散策した後、おかげ横丁で名物の「てこね寿

司」を食べました。

　１０月はみかん狩りに行きました。木になってい

るみかんを自分たちでとって、お腹いっぱいみかん

を食べました。

　１１月はボーリングに行きました。個性的な投げ

方をしたり、補助台を使って投げたりしてみんなで

楽しみました。

　１２月は施設のクリスマス会にみなさんをご招待

しました。職員の出し物を見てもらい、みんなで合

唱をして楽しみました。また、豪華なクリスマスディ

ナーを堪能しました。

　１月は志摩マリンランドに行きました。館内では

いろいろな魚やペンギンを見たり、実際に魚に触れ

る体験をして満喫しました。

　２月はイチゴ狩りに行きました。甘くて大きいイ

チゴにみなさん大満足の様子でした。

　３月は五桂池の動物園に行きました。園内にはた

くさんの動物がいて、近づいてじっと見つめたり、

えさをあげたりして楽しみました。

　外出先ではみなさん施設利用時とは違った表情や

様子も見られ、とてもいきいきされているなと感じ

ました。今年はさらにパワーアップした内容のイベ

ントを企画して、いろいろな体験をしてもらいなが

ら、準備や片付け、利用者さん同士での助け合いな

どを通して、在宅利用者の皆様により有意義な時間

を過ごしていただきたいと考えていますので、ぜひ

ご参加ください。
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水かけちゃうぞ 伊勢の街並みで

ストライク！ さわれるかな

とりたてのイチゴだ たーんとお食べ
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基本相談支援 支援員　伊藤尚子

　　　　

私たちは地域で暮らす、障害のある方とそのご家

族や関係者等の相談を受けています。困っているこ

とだけでなく、夢や希望についての話もじっくり聞

かせてもらいながら、それがどうすれば叶えられる

のか一緒に考えていきます。しかし、誰にも相談で

きずお困りの方もまだまだおられるのではないかと

考えています。つきましては、皆様の地域の中でお

困りの様子の方や福祉サービスの利用に至っていな

い方がみえましたら、是非、私たちに紹介してくだ

さい。どんな些細なことでも構いませんのでお心当

たりがございましたらご連絡をお願い致します。地

域で暮らす障害のある方やそのご家族の相談を受け

ることで少しでも気持ちが楽になり、安心できる生

活ができるようお手伝いをさせていただきたいと考

えます。相談支援は地域社会貢献の取り組みとし、

費用は一切かかりません。また、お寄せいただいた

情報につきましては厳重に取り扱いを致します。

24 時間テレビより、自動車贈呈 リーダー　鈴木里帆

　　　　

24 時間テレビよりハイエースを贈呈していただきました。

7人＋車椅子 2台が乗車可能な大きい車です。この車に乗って、仕事に行ったり遊びに行ったり、いろいろ

なところに出かけていきます！

24 時間テレビ様ありがとうございました。



-11-

東部中学校との連携 リーダー　村山佳那子

　　　　

東部中学校と学習会（2016 年 2 月 24 日）

東部中学校特別支援学級の先生と保護者の方々、

こいしろの里職員で学習会を行いました。

学習会では、制度のこと、将来のこと、こいしろ

の里でできること等を説明させていただきました。

質疑応答の時間には、先生や保護者の方から様々な

質問をいただきました。特に、将来への不安、進路

のことに関する質問が多くありました。質問に関す

る回答についてはすぐに解決できるものばかりでは

ありませんが、この学習会での出会いをきっかけと

し、今後もちょっとした悩みや不安でも、いつでも

気軽に相談して頂けるような場所でありたいと思い

ます。

東部中学校「はたらくための勉強会」（2016 年 3

月 11 日）

前回の学習会に続き、今回は生徒さんを対象とし

た「はたらくための勉強会」を実施しました。また、

東部中学校だけではなく東黒部小学校の生徒・先生・

保護者の方も参加していただきました。前半は自己

紹介を兼ねて名刺をお渡しし、名刺の受け取り方を

知っていただきました。東部中学校の生徒さんから

は、家庭科部の部員が作った作品をプレゼントして

いただきました。こいしろの里施設長からは可能性

に限界を設けてしまわず、多くの経験を通して自分

の可能性を広げていくことの大切さを伝えられまし

た。来園された皆さんに作業の様子や、放課後等デ

イサービスびーとるの活動、入所棟などの見学をし

ていただきました。後半は質問や感想を話し合う対

談形式での勉強会を行いました。

生徒さんたちは「利用者さんと交流ができてよかっ

た」「作業を見て僕も頑張りたいと思った」「将来、

こいしろの里の職員として働きたい」「就労の話が聞

けたことで選択肢をもつことができた」「びーとるで

小さい子のお世話をしたい」など色々な感想をかたっ

てくれました。はたらくことへの関心の深さもあり、

プログラムは活気あるものでした。相談支援を通し

て生徒たちの限りない可能性を広げるサポートをし

ていきたいと感じる勉強会となりました。参加者の

みなさま、ありがとうございました。

はたらくための勉強会が終わっても、こいしろの

里と東部中学校との交流は続いています。「将来の夢

は保育士」「将来、こいしろの里の職員として働きた

い」と言っていた生徒さんたちはこいしろの里へ遊

びに来てくれています。放課後等デイサービスびー

とるを利用している子どもたちと一緒に遊んだり、

おやつ作りに参加してくれました。

ベテスタ相談支援センターでは、基本相談を大切

に考えています。基本相談というと堅苦しいと思っ

てしまうかもしれませんが、相談内容については悩

みや不安、周りで困っている人がいるんだけど…等、

何でもかまいません。また、夢や希望に向かって一

緒に考えるお手伝いもさせて頂きたいと考えていま

す。



（５月）

０４日 （水）　フローラバザー （松阪市伊勢寺町フローラにて）

０５日 （木）　フローラバザー （松阪市伊勢寺町フローラにて）

１５日 （日）　夢の手づくり市 （津市三重県総合文化センターにて）

１５日 （日）　Ｃｏｔｔｉ菜カフェ即売会 （津市三重県総合文化セン

ターにて）

１８日 （水）　岡寺山継松寺観音市 （松阪市中町岡寺山継松寺）

２１日 （土）　松阪えきまえ楽市 （松阪駅前ベルタウンにて）

相談支援の利用を希望される方へ

ご来所いただくお時間の予約をしてください。

直接来所ができない方は訪問させていただきます。

まずは、お気軽にお電話ください。

（電話　0598-28-4835）


