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withコロナ～新型コロナウイルス対策に万全を～ 
 

新型コロナウイルス感染症については、緊急事態宣言が５月２１日付けで京都府が解除、５月２

５日付けで残る４都道県においても解除され、京都府内においては、５月１５日以降、新規感染者

が発生しないなど、一定収束の方向に向かいつつあります。 

当法人の施設では、３月下旬以降、職員、職員の家族、利用者及び利用者の家族で、ＰＣＲ検査

を受けられる事例が８例ありましたが、幸いすべて陰性で、これまでのところ、施設内から感染者

を発生させずに今日に至っております。これもひとえに、感染リスクを抱えながら、緊張感と高い

使命感を持って、利用者支援に当たっていただいている職員の皆さんのご尽力のたまものであり、

改めて感謝申し上げます。 

しかしながら、ウイルスが消滅したわけではなく、専門家からは、自粛を解除すれば、時をおか

ず再流行しかねない、また、秋以降、高い確率で流行の第２波、第３波が到来するとの指摘があり、

その対策には長期化を覚悟する必要があります。 

当法人をはじめとする社会福祉施設では、換気、消毒などに気をつけていても、密閉、密集、密

接の３つの「密」が重なりや

すい環境にあります。実際、

今年３月以降、感染者が発

生した市内の医療施設、福

祉施設では、クラスター（感

染者集団）発生事例が数多

くありました。 

今後とも、新しい生活様

式の実践、３密の回避をは

じめとした対策を継続し、

第２波、第３波への備えも

行いながら、「withコロナ」

というこの未曾有の難局

を、当法人の組織力、職員力

で乗り切っていきたいと考

えています。 

引き続き、職員の皆様の

ご尽力をお願いします。 
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https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000633287.pdf
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①園芸作業始めました 
 

洛南身障会館のＢ型事業では、今年度から新たな作業とし

て園芸を始めました。主に、会館の入り口横にある花壇の草

ぬきや植物の植え替え、建物周辺の清掃などに取り組んでい

ます。 

 

 これまでも緑のカーテン作りなどには取り組んできまし

たが、今後は売上のある仕事として受注する事になりまし

た。 

これから暑くなるにつれて外での作業は大変になる事が予想されますが、会館へお越しの方に少しで 

も明るい気持ちになって頂けるよう、季節を感じられる花壇を作っていきたいと思います。 

（“ビデンス”という黄色い花が見頃です） 

 

②キレイになりました！ 
  

新型コロナウイルスの拡大はＢ型事業の仕事にも影響を与えており、5 月の時点で通年ある仕事のう 

ち、２つが実質的に取引停止状態となりました。自分たちの仕事が、確かに世の中と繋がっているとい 

う確認にはなりましたが、仕事が無いのは困った事に･･･。 

そこで利用者の方と『今できる事は何かないか』と話をする中で、「送迎の車が結構汚れているかも」 

という話になり、公用車の洗車作業をしました。 

ちょうど黄砂が飛来する時期という事もあって、どの車も汚れが目立つ状態でしたが、車体やガラス 

部分はもちろん、ホイールまで丁寧に洗ってピカピカに！参加されたご利用者の方からは「暑かったけ 

ど身体を動かせてよかった」との感想もありました。 

まだまだ先行きが不安な時期ではありますが、普段は時間がなく取り組めなかった事が出来た、と前 

向きに考えて、今後も様々な仕事や取り組みをご利用者の方と一緒に考えていけたらと思います。 

 

 

 

（京都市洛南身体障害者福祉会館 多機能型事業：小出 将也） 

洛南エリアＴＯＰＩＣＳ 【洛南身障会館：多機能型事業】 
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新型コロナ感染対策に取り組みました！（継続中） 
   

まだまだ継続中ではありますが、伏見デイで職員、利用者（家族）一丸となって取り組んだ感染対策につ

いて紹介します。 
   

＊部屋の換気・・室温等に注意しながら換気扇は常時使用、ドア・窓の開放はできる限り最大限行うように

しました。できない場合は 15 分毎開放するなど閉めている時

間をなるべく短時間になるよう工夫しました。 

 

＊毎日の検温・・毎朝、さらに随時、職員利用者ともに検温を行いました。加えて

同居の家族等の熱発や体調不良等についても情報提供してもら

えるようお願いしました。 

        ご家庭で測ってこられる方も増えました。 

 

＊マスク着用・・もちろん職員は必須。来所時より着用されている方も増え、今で

は色とりどりのマスクでデイルームも一段とにぎやかになって

います。  

（こちらは伏見授産所製作のマスク着用中です→） 

 

＊密にならない・・いろいろと自粛ある中、どう楽しむかどう過ごすかに焦点を

あて普段のプログラムも一部見直しし、近くを散歩する機会を

増やしたり、オープンスヌーズレン（広い空間）としてアロマ

で癒されたりと、常時風通しの良い状態の中で過ごしてもらう

工夫をしました。 

 

＊消毒 ・・・・次亜塩素酸ナトリウム 0.05％（厚労省の基準希釈倍率）で手す

りやテーブル、使用している iPad 等の消毒を行いました。 

チェックシートで見える化したので、いつどこを消毒す 

るのか、何ができていて何ができていないのかが一目瞭然 

です。 

 

 

＊食事 ・・・・食堂のテーブルには飛沫が他者に届かないよう透明シートのつ       

いた衝立を設置しました。 

 

 

 

 

京都府も 5月下旬に緊急事態宣言は解除となり一旦「収束」しつつありますが、今後も油断せず、 

しっかりと感染症予防に取り組んでいきたいと思います。 

 

    （京都市伏見障害者デイサービスセンター：寺田 耕平） 
 

伏見エリアＴＯＰＩＣＳ   【伏見デイ】 
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屋上でハイキング気分 
 

新型コロナウイルスの流行に伴い、ご利用者の外出先も閉所されているところが多数あります。また、外

出の自粛も言われていることから、これまでお休みの日は外出されていた利用者も、今は外出を控えられた

り、長時間で人の集まるところに行く外出を止めて、近所の散歩という短時間の外出に変更したりするなど、

工夫しながらもガマンの日々が続いています。 

 

共同ホームあんどの利用者も、いつもなら日曜日などは外出し、外食なども楽しまれていますが、今はあ

んどの中で、それぞれの時間を過ごしておられます。日中施設への通所はしているものの好きなところへの

外出ができていないことでのストレスは結構溜まっている様子も見受けられました。 

 

天気の良いある日曜日、その日も外出は食事を買いに行くスーパー等、あるいは散歩程度で、普段の様な

外出は控えるようにとの申し合わせがあり、そうはいっても天気はお出かけ日和、スーパーで弁当を買うだ

けなんてもったいない気がします。そこで、半ば思い付きで、東野センターの屋上で食べてみないか提案し

たところ、思いのほか好感触。スーパーからの帰り道、そのまま屋上へ移動。テーブルやイスを持ち込んで

の、屋外での食事会となりました。 

 

天気がいいだけに少し日差しが強めではありましたが、す

ぐ横を新幹線が通る様子なども見ることができ、なかなか外

出できず、ストレスが溜まっている様子の見られた方も、笑

顔が見られるようになったりと、気分転換になったようです。 

 

これまで、やったことはなかったけど、こういうのも良い

ものだねとの感想もありました。気候の良い頃合いの限定に

なってしまいますが、またやってみたいと思います。 

 

日時が合えば、ドクターイエローが通り過ぎるなんてことがあったりするかも知れません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（生活サポートセンター『ほっと』：粟崎 宏昭） 

山科エリアＴＯＰＩＣＳ①  【生活サポートセンター『ほっと』】 
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法人内事業所共同企画 
 

 

 

 

 

 新型コロナの影響を受け、それぞれの現場では様々なご苦労がおありかと思います。だいご学園も今回の

コロナ感染拡大による影響は大きく、売上にも大打撃をうけました。 

ようやく５月２１日に関西３府県も緊急事態宣言も解除され、少し気持ちの上でほっとした感もあります

が、まだまだ、終わったわけではなく、今はまだ通過点と考えながらやっていかなければならない日々が続

きます。そんな中、新たな日常をみんなと共に作り上げながら、前を向いて元気を取り戻していきたい！と

思い、法人内の就労系施設で「商品カタログ」を製作し、法人内でカタログによる販売を行ってみることに

しました。 

 こんな時だからこそ、普段できなかったことも含め、何かできることはないかと法人内の参加事業所の施

設長で話し合った結果、それぞれの事業所で扱っている商品を載せたカタログを作成することになりまし

た。初めての試みですので、まずは法人内の職員さんを対象に６月初めに、山科授産、やましな学園、ふし

み学園、いたはし学園、だいご学園の商品、そして伏見授産、洛南授産のこんなお仕事ができます！といっ

た記事を載せた「商品カタログ」を各施設に配信させて頂きます。 

各施設で回覧していただき、申込締切日（6 月１２日予定）までにご注文いただいた商品を 6 月 25 日に

各施設までお届けするという企画内容で「商品カタログ」の製作を進めております。「商品カタログ」が施

設に届きましたら、ぜひご覧いただき、各施設の取り組みを知っていただくとともに、お気に入りの商品が

見つかりましたら、ぜひご注文いただきたいと思っています。 

７施設の取りまとめは、だいご学園が担当させていただきます。 

ご協力どうかよろしくお願いいたします m(__)m。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（京都市だいご学園：寺地 ヒサ子） 

コロナに負ける な ！ 元気を取りも ど そう！ !キャンペ ー ン 

「商品カタログ」による販売を行います 

山科エリアＴＯＰＩＣＳ②   【京都市だいご学園】 
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スヌーズレンハウスに訪問しました。 
 

 デンマーク３日目の午後、「スヌーゼルフセット・ゲントフテ」

という名の、建物 1 棟に様々な種類のスヌーズレンルームがある

施設を体験利用しました。 

場所はデンマーク首都地域ゲントフテ市。デンマーク国内に同じ

趣旨の施設は 9 つあり、コペンハーゲン市に一番近い場所がこち

らでした。 

 

○スヌーズレンとは？ 

      重度知的障がい者が自由に楽しく、そしてリラックスして過ごすことができる場を提供する実践とし

て、1970 年代にオランダで始まりました。 

スヌーズレンの語源は、オランダ語で「スヌッフレン」（クンクン匂いを嗅ぐ、探索する）と、「ドゥ 

ーズレン」（うとうとリラックスする）という２つの言葉から創られた造語であり、自由に探索したり、 

くつろぐ様子を表しています。 

日本では 1990年代後半より広くその理念が普及して、主に重度の知的障がい児者や重症心身障がい 

児者が過ごす施設で取り入れられました。当法人にもスヌーズレンルームを設置している事業所がいく 

つかあります。 

 

○訪問したスヌーズレンハウス概要 

・対象者：年齢制限、障がい種別制限なし。 

・利用方法：24 時間 365 日利用可能で、1時間単位で建物ごと

貸し切り。1 時間 425デンマーククローネ。（日本

円で約 6600 円：2020 年 5 月レート DKK=15.5

円）1 回の利用では当事者 3 名まで（支援者込みで

6 名）で利用する。通所施設やグループホームがプ

ログラムに組み込んでいるケースが多いそう。希望

があれば専門職より障がい特性にあった過ごし方を

提案。基本的には自由に感じて過ごしてもらっているとのことでした。 

・施設設備：平屋の建物。欧米では珍しく、玄関で靴を脱ぐシステム。ハード面はトイレを含むすべての

部屋に天井型リフトが設置されていました。 

 

○各部屋の特徴 

 4 つ部屋があり、それぞれのテーマごとに区別されていました。 

 

① 赤の部屋 

 活動的で刺激的な部屋。感

覚的な刺激が必要な方向け。

ベッドは横になると重低音が

全身に響き、音楽の振動刺激

が体感できます。感覚刺激グ

ッズも多く、ポイントは大人

にも子どもにも対応するもの

とのことです。 

北欧研修報告⑧最終回 【デンマーク】 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=http://www.futaba-sousyoku.com/?pid%3D15066421&psig=AOvVaw3hsM9zbhVkOl2f1YVTaVjN&ust=1584834494316000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCoruCequgCFQAAAAAdAAAAABAZ
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黒の部屋（洞穴） 

UV に反応するものだけが光る、遮光された部屋。人間の受ける感覚の

80％は視覚情報からであり、それをなくすと他の感覚が現れるとのこと。

通常の生活で視覚情報過多になっている方向け。暗闇の中で視覚情報がな

くなり、落ち着きます。 

 

③ボールの部屋 

ボールプールに入ると、ボールが全身に圧力を与えるため自分の境界線

がわかるとのお話でした。 

例えば家でも落ち着く場所がない自閉症のご利用者。その方が落ち着け

る場所はここだけであり、理由は自分の体を感じることができるからだそ

うです。 

 

 

④白の部屋 

落ち着いて楽しむ、感覚的な刺激をダウンする部屋。ウォーターベッドは

温かくすることができ、振動装置で音楽のリズム波も作れます。 

多くの利用者がウォーターベッドで布団（自身の身体を確かめることが

できるように重め(6kg)になっている）をかぶっているとリラックスできる

そうです。 

「ボールのいす」は自分の感覚を確かめることができ

て落ち着きます。部屋ではハンモックも使用可能で、平

衡感覚を刺激することもできるとのことでした。 

光に関しても、映写機やファイバー照明で視覚も刺激

されます。 

 

 

 

○終わりに 

スヌーズレンに関しては、日本でも知的障がい児者や重症心身障がい児者支援の分野で徐々に浸透し、

その効果も認められています。 

 

しかしそれはそれぞれの事業所で個別に設置されており、デンマークのように誰でも利用可能な施設と

していくつものテーマを持ったスヌーズレンを体験できる場所は、現在日本にはありません。（調べると東

京都で１ヶ所部屋貸しをされているところがある程度。）日本にもこのような場所が自治体ごとに設置され

ていたら、施設の部屋とは別に日々のプログラムで利用することができ、それぞれの特性やその日の気分

に合ったスヌーズレンでの過ごし方ができるのではと感じました。 

 

今回で海外研修の連載は最終回となりました。長々とお付き合い頂き、ありがとうございました。新型

コロナウイルスの流行に伴い、見学した施設の皆さんはどのように過ごされているのかと心配していま

す。また、報道されているスウェーデンの対策はとても興味深いものです。 

 

日本とは施策も国民性も違う部分のあるスウェーデンとデンマーク。しかし、支援方法や目指すところ

は共通であったと感じています。今後も日本という国や、自分たちの支援を客観視し、世界の動向にも意

識を向けながら、良い部分は積極的に取り入れていきたいです。 

※他分野を含めた海外研修報告の冊子が届きました。閲覧をご希望の方はお申し付けください。 

 

（京都市洛南身体障害者福祉会館：安江 朋香） 
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新型コロナウイルスの影響について 
   
先月は「らくとう」から、今般の新型コロナウイルス感染を含んだ感染症時の事業所の対応について、利

用者の地域生活！という大事な視点から記事として紹介致しました。 

今回「らくなん」では、こちらの障害福祉圏域である「中部圏域」での影響等について、先月 5月に開催

された中部圏域地域自立支援協議会の運営会議の中で報告がありましたので、一部ですがご紹介致します。 

 

(グループホーム)・日中の通所が時短や回数制限となり、ホームにいる利用者が多くなった。そのため世

話人の配置の調整や、通所やヘルパー事業所との連絡調整が多くなった。・世話人の日中体制の加算をとる

事ができるが、今般の影響で通所先が本人に状況確認すると請求ができる。どちらがとったらいいのか…。 

 

(生活介護事業所)・自粛依頼するもデイは自粛をするケースはほぼいなかった。・密な状態を解消する手

立てが中々見出だせない。・職員自身の子どもの事で短時間勤務となった者もいて、調整が必要であった。・

感染者が出た場合、代替サービスが調整できるか不安。 

 

(就労継続支援 B 型事業所)・利用者の在宅勤務者を募集したが申し出が少なく、半日ずつや曜日を分けて

通所日数を限定した。・利用者の中にはコロナの影響が理解できず大阪に行く人もいた。反対にコロナの不

安から、うつ等の精神症状悪化につながらないように配慮が必要なケースもあった。 

 

(放課後等デイサービス事業所)・三密を避ける事が難しい。医療的ケア児の支援ではとても配慮を要しス

トレスであった。学校からの休校、休校延長等の決定が実施間際での連絡であったため支援受け入れの組み

立てがとても困難を極めた。 

 

(計画相談)・通所施設に発熱者が出て 2 週間ほどの自宅待機となり、一人暮らしであった事からヘルパーの

調整が必要となった。・病院でしか処置できない通院同行に二の足を踏む事業所があった。・利用者家族が

発熱し、サービス調整。マンションに防護服で行く事について人権上の問題があるのではないかと感じた。 

 

(共通する部分)・マスクや消毒液の確保が困難し、労力と経費がいつも以上にかかった。 

 

(その他)・防護服の準備がない。区役所障害保健福祉課にもない。・精神科病院で新型コロナ感染を理由に

入院を拒否されたケースがあった。 

 

ざっと列記しましたが、どこの事業所も手探りで対応を図り、苦慮されている現状がわかります。中部圏

域では、新型コロナウイルスを一種の災害として、今後の対応等を検討していきます。アンケート等も実施

する予定ですので、ご協力お願い致します！一緒にコロナを乗り越えていきましょう！ 

 

（支援センターらくなん 大塚秀樹） 
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