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事業所の紹介

【事業所名】軽費老人ホーム福寿荘（軽費Ａ型）

（１００床）

【所在地】船橋市古和釜町７９１－１

【職員数】１４名

【設立年】昭和５８年

【事業所名】特別養護老人ホーム船橋百寿苑（従来型）

（多床室型８０床）

【所在地】船橋市古和釜町７９１－１

【職員数】約８０名

【設立年】平成８年

【併設事業】ショート（２０床）／在宅介護支援センター（坪井西）

【事業所名】特別養護老人ホーム船橋笑寿苑（地域密着型）

（ユニット型２９床）

【所在地】船橋市大穴北４－２５－１５

【職員数】約５０名

【設立年】平成２５年

【併設事業】ショート（１０床）／デイ（１８名）／グループホーム（１８床）

【法人名】社会福祉法人修央会 【創業年】昭和57年



事業所の紹介

【事業所名】軽費老人ホーム福寿荘（軽費Ａ型）

（１００床）

【所在地】船橋市古和釜町７９１－１

【職員数】１４名

【設立年】昭和５８年

【法人名】社会福祉法人修央会 【創業年】昭和57年

【入居者数】定員：１００名

男性：３２名 女性：５７名

計：８９名

【職員数】１４名

（施設長・副施設長・生活相談員・事務員・用務員・介護主任・

介護職５名・看護師・栄養士・宿直専門員）（令和元年１１月１日現在）
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課題
私が入職したばかりの時、入居者同士が一緒に買い物に行ったり、

身体の悪い方の代わりにお湯を汲みに行ってあげたり、施設のため

に清掃を行ったり、入居者が入居者の手助けをする行為や、入居者

が施設の手助けをする行為について、「ここは自立の施設だから」

「それは施設の仕事だから」という理由で、入居者に対して、「怪

我をするといけないから」という、言葉とともに、行わない様に注

意をしていた。

人のために、善意を持って行う行為を、抑制されることに違和感を感

じていた私は、自身が施設長となったことをきっかけに、少しずつ、

変革をしていった。

「制止をする」ことの代わりに「ありがとう！」という感謝の言葉を

伝えるようにした。



エンパワメントとは
エンパワメントは、個人や集団が自分の人生の主人公となれるように力をつけて、自分自身の生活や環境を

よりコントロールできるようにしていくことである。

エンパワー（empower）という単語は、もともとは「能力や権限を与える」という意味である。エンパワメ

ントという概念が、米国におけるソーシャルワークの手法や考え方として最初に登場したのは公民権運動に

までさかのぼる。1976年にソロモン（B.Solomon）が『黒人のエンパワメント(Black Empowerment)：抑圧さ

れている地域社会によるソーシャルワーク』を著し、ソーシャルワーク分野でのエンパワメントの重要性を

指摘した。やがてエンパワメントは、先住民運動、女性運動などで「社会的地位の向上」という意味で使わ

れていくようになる。（中略）

エンパワメントの根底にあるのは、能力や権限は訓練や指導によって後から付加されるものではなく本人が

本来もっているもので、それが社会的制約によって発揮されていなかった。本人が力を発揮できるようにす

るためには、あらゆる社会資源を再検討し、条件整備を行なっていく必要があるという見方である。これ

は、自立生活運動、セルフヘルプ･グループの活動、ストレングスモデル（本人の資源として健康や強さの

側面を見るという考え方）等にもつながっている。

公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 情報センター

障害保健福祉研究情報システム https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/glossary/Empowerment.html



エンパワメントとは

その方の持っている能力を活か

し、その能力を発揮できる場を

つくり、自己実現を達成させる

ことを、支援する。



具体的な取り組み

【入居者が入居者の受診の付き添い等行う】

• Ｙさん（75男）がＨさん（91女）の生活を

サポート

• 福寿荘に入居しＨさんと仲良くなり、Ｈさんの生活を手伝うようにな

る。

• Ｙさんの思いは、早く母親を亡くし親孝行ができなかったため、親の代

わりに親孝行の代わりをしたい。

• Ｈさんの生活をお手伝いするようになり、Ｈさんの家族（息子）了解の

もと、受診の付き添い、サービス担当者会議への出席をするようにな

る。

• 現在、ＨさんはＡＤＬ低下のため、退所し老健施設に入所。退所した今

でも、ＹさんはＨさんの入所する施設まで面会に行っている。



具体的な取り組み

【グラウンドゴルフサークルの設立】

・Ｍさん（83男）とＯさん（83女）

• グラウンドゴルフのクラブを作って欲しいと相談あり。

• サークル活動としてお二人が中心となって運営しませんか？と提案し、

了承を得て、スタート。

• Ｍさんが市役所に連絡し、市営グラウンドを予約。毎週参加者を取りま

とめ、会計業務を行い、都度起こるトラブルなどを調整しながら運営。

• 平成29年度、平成30年度には、入居者のみで企画実施の一泊合宿を成功

させる。

• 現在は、若い世代（70代前半）に会長、副会長を引継ぎ継続している。



具体的な取り組み

令和元年5月に、ちばテレ

ビのビジネス番組「ビジ

ネスビジョン」に出演

し、前述の2件のエピソー

ド等をお話しています。

ＱＲコード（→）をスマホ

でスキャンすると、動画

が再生されます。

是非ご覧ください。



具体的な取り組み

【内職を入居者の居室内で実施】

• 76歳～84歳の女性 5名が従事。

• 内職業者と交渉し、施設内で内職ができる

よう調整。

• 内職をご紹介し、各自の居室にて作業をされる。

• お互いに作業方法のコツなどを教え合い、作業を分けあう等して協力し

ている。

• 月に2,000円～15,000円程度の収入を得ている。

• 内職業者も信頼し、納期が厳しい仕事等も依頼され、本人たちはやりが

いを感じて仕事をしている。



具体的な取り組み

【自衛消防隊】

・比較的元気な入居者（70歳～85歳の男女）

に、自衛消防隊への入隊を依頼。

・避難訓練時、館内の各ポイントに立っていた

だき、階段の昇降等、危険が無いように、見守

り、誘導を行って頂いている。

・逃げ遅れがないか、居室の確認を行い、職員

が少ない夜間に非常事態になっても、入居者同

士の助け合いが出来るように、協力をしていた

だいている。



具体的な取り組み

【知的障害のあるＫさん（68男）】

・よく気が付き人のお手伝いをすることが好きな性格。

・毎月1回の訪問理容の際は、車から運ばれてくる道具を、会場である

ホールまで運ぶお手伝い、片付けるお手伝いをしていただいている。

・内職者の居室に材料を運ぶ作業のお手伝いや、イベント時の会場設営

のお手伝い、食堂に来られない方への声かけ等をしてくれる。館内のト

ラブル等があった際、事務所まで駆けつけ、いち早く報告をしてくれる

のもＫさんの役割。

・「Ｋさん、いつもありがとうございます。」と感謝の言葉を掛ける

と、「大変だよ。」と嬉しそうに照れ笑いの反応をされる。



具体的な取り組み

【毎日の施設内清掃活動】

・毎朝6時から、入居者による施設の清掃

ボランティアが行われている。

・施設の外の掃き掃除、館内各所のモップ

掛け、玄関自動ドアのガラス拭き、事務所

前のトイレ掃除等、各所分担で実施。

・台風の後に落ち葉が大量に散乱している

際は、館内放送で「掃き掃除のご協力を頂

ける方お願いします。」と声掛けすると、

20人以上の方が協力をしてくれる。



具体的な取り組み

【船橋をきれいにする日に参加】

・毎年11月第三日曜日に開催される

「船橋をきれいにする日」の中央会場である、

天沼公園のセレモニーに入居者8名で参加。

・船橋市内の多くの有名企業が参加するセレモ

ニーに、企業の一員として参列することで、社

会参加をしている実感があった様子。

・その後、指定されたルートのゴミ拾いを、入

居者同士、協力をしながら、一生懸命清掃活動

を行った。



具体的な取り組み

【近所の農家さんから野菜を頂く】

・近所の農家さんから、「大きくなり過ぎたほ

うれん草があるから好きなだけ刈り取っていい

よ」と声を掛けられ数名の入居者と一緒に刈り

取り。

・刈り取ってきたほうれん草を一か所に集め、

館内放送で協力者を募り、包丁で根を切る作業

を、多くの入居者と共に実施。

・その後、大釜でゆで、昼食時、ほうれん草の

お浸しを食べ放題で提供する。



具体的な取り組み

【パソコンを使った貢献 Ｓさん（83男）

右手指麻痺あり】

・食事の時間を知らせる音楽が、いつも同じ

音楽だったため、自分に作らせてほしいと

訴えあり、依頼する。

・現在は作成した音楽ＣＤを週替わりで再生。

入居者からのリクエストも受付けており、好きな曲が流れるとリクエスト

された方は、Ｓさんに感謝を伝えている。

・イベントの際は、スマホで動画撮影をしてくださり、事務所に提供して

くださり、施設の記録となり助かっている。



具体的な取り組み

【工作が得意なＨさん（71男）脳溢血により

左半身麻痺あり】

・ＤＩＹが得意で、玄関前に設置してあったベンチの

ペンキが剥がれていた為、自分に塗らせてほしいと

訴えあり、依頼。

・その時、法人のロゴマークを作成したタイミングだっ

たため、地域の人に宣伝したいからと、ベンチにロゴ

マークを書いてくれる。

・「こういうものがあったら便利じゃないか」と

様々なものをご自身で作成し、施設に提供して

くれる。 写真は、Ｈさんの作成物。



具体的な取り組み

【力仕事も入居者にお願いします】

・近隣小学校との交流イベント等の際

会場となるホールの机とイスの移動も

入居者の皆様にお手伝いをしてもらいます。手慣れた

様子で声を掛け合い、協力してくれます。

・工具を使った作業や、大荷物を運ぶ作業は、男性入

居者に依頼しています。（写真→は古くなったイスを電

動ドライバーで解体している様子）車の修理を職業と

していた入居者に、閉じなくなった車のトランクを修

理していただいたこともあります。



具体的な取り組み

【支えられる認知症のＳさん（85女）

と支えるＴさん（88男）】

• 共に家族は疎遠のお二人

• Ｓさんがたばこをやめられず、隠れ

て部屋で喫煙をした際も、親身になって怒ってくれたＴさん。

• Ｓさんの使用するオムツを用意したり、使用済みオムツを廃棄したり。

• Ｓさんが夜間館内を歩き回ってしまうため、Ｔさんが１９：３０に睡眠

導入剤を飲ませてくれている。その後歩き回りは無くなる。朝、昼、晩

の食後薬も居室で飲ませてくれている。

• 経済的な支援もしてくれている。（お菓子を買ってあげたり等）



具体的な取り組み

【入所時から認知症症状のあるＯさん（86女）

を支える多くの皆さん】

• 入所当初から認知症症状のあるＯさん

• 同棟同階のＫさん（84女）は、毎日の食事時間の声かけや、着替えの準

備、ちょっとしたことの対応等を行ってくれている。

• 外出時のサポートはＯさん（78女）買い物ツアーや外出ツアー、散歩等

の際、手をつなぎ、付き添ってくれる。

• 入居者の多くは、Ｏさんが認知症であることを理解しており、様々な場

面でＯさんに対して、手を差し伸べる行為が見受けられる。



具体的な取り組み

【ＡＤＬが低下し認知症になられたＴさん（90女）

を支える同棟同階のＭさん（83女）、Ｍさん

（93女）、Ｈさん（76女）】

• 5年間福寿荘で生活をしていたＴさん

• ＡＤＬが低下し、認知症も発症。時間の感覚が無くなってしまい、夜間

等構わず、隣近所にノックをして、声を掛けるようになる。

• 同棟同階の3名は、嫌がらずに対応をしてくれて、ベッドに寝かせたり、

着替えをさせたり、時には、おむつ交換をしてくれることもあった。

• 現在は、介護付きの高齢者施設に移動され生活をされている。



具体的な取り組み

【その他】

・新しく入居する方に対して、お世話をしてくれそうな方に、声掛けな

どを依頼し、入居者同士の繋がりをつくることを意識している。

・食堂で認知症の方のフォローをしてくれる方を隣席に配置し、服薬が

できているか等、気を使って頂いている。

・入居者一人ひとりの強みや性格を理解し、それを活かす場を作り出

し、力を発揮させ、生きがいに繋げる視点を常に持っている。ただし、

力を発揮させる行為が、決して強制にならず、前向きに取り組めるよう

な配慮をしている。



エンパワメント支援に役立っているソフト

「ＣａｒｅＧｒｏｗｔｈ」



参考資料 第1回地域共生社会推進検討会 令和元年5月16日 資料２ P2



まとめ

【活動を振り返って】

・多くの入居者の中に、「入居者同士が支え合う、助け合う」とい

う意識が醸成された。

・スタッフの普段の行動においても、認知症の方の対応等、「隣の

○○さんに頼んでおきました。」と、入居者同士を助け合いで繋げ

る、という意識を持ってくれている。

・「あの行為は入居者が行うべきでない」という価値観の違いによ

るトラブルに対する、仲介・調整はいつも苦慮している。

【今後の課題】

・施設内での役割に留まらず、施設外（地域住民）に対して能力を

発揮できる仕組みを作り、生きがいとすること、地域から必要とさ

れることを目指したい。



人の役に立ち感謝される喜びを

生きがいに

～その人らしさに着目した

エンパワメント支援～

ご清聴ありがとうございました

社会福祉法人修央会
軽費老人ホーム福寿荘

副施設長兼法人本部長 石神 敏明
介護主任 石神 徹也


