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私たちの支援を、今一度振り返る機会に 
― 「横浜やまびこの里」訪問記 ― 

 

わらび福祉園 主任 柿下大悟 
はじめに 
 わらび福祉園及びあさみどりの会では、成⼈施設において２０１７年度に年間４回（わらび福祉
園とれいんぼうワークスにて）、２０１８年度に年間３回、横浜やまびこの⾥の⼩林信篤⽒を講師と
してお迎えし、ケース検討を含む勉強会を⾏ってきました。私たちの普段の⽀援、特に⾃閉症スペ
クトラムの⽅の⽀援をアセスメントの段階からしっかりと⾒直しをし、より利⽤者にとってわかり
やく、寄り添える⽀援を⽬指して勉強会を重ねてきました。そのような取り組みをしていく中で、
この度、２⽉１２⽇、１３⽇の２⽇間で⼩林⽒が所属される社会福祉法⼈横浜やまびこの⾥を視察
訪問する機会をいただきました。 
 

横浜やまびこの⾥のご紹介 
 横浜やまびこの⾥は、横浜市⾃閉症児・者親の会が⺟体となり、⾃閉症スペクトラム、発達障害の
⼈達の地域⽣活⽀援の中⼼的担い⼿として設⽴された社会福祉法⼈です。“福祉ニーズを有する⼈達
の⽣活、福祉援助に対する責任と地域社会の発展に貢献することを使命とし、「すべての⼈々が⽣涯
にわたって地域で⾃⽴した⽣活ができる豊かな社会づくり」を⽬指し、その⼀翼を担い、これまで
の実践を通じ、専⾨的な福祉サービスにより、安⼼と満⾜を提供する。”といったコンセプトのもと、
横浜市内を中⼼に様々な福祉サービスを展開されています。 
 １９８３年に横浜市⾃閉症児・者親の会内に準備委員会を結成し、１９８９年に「横浜やまびこ
の⾥」として法⼈認可、１９９０年に通所施設「東やまた⼯房」を開所しました。親の会の意識とし
て、⾃分の⼦どもが⼊ることができればそれでよしではなく、⾃分たちの⼦どものためだけではな
く、⾏き場のない⼈たちの為、将来⽣まれてくるであろう⼈たちのことも念頭に置き、法⼈格の取
得を⽬指し、できあがったのが「横浜やまびこの⾥」だそうです。最初の施設「東やまた⼯房（通
所）」は、開所当時から利⽤者が４０名、それも知的にも、⾃閉症の障害特性の⾯からも重度の⽅々
が多く通所をされました。職員の基準配置は５名（当時は７.５：１）でしたが、それだけでは法⼈
が考えている⽀援の展開が困難であると考え、施設開設前に横浜市にお願いをして、看護師を含む
５名分の予算を市の単独補助（当時）として付けてもらったそうです。法⼈が考えた⽀援のあり⽅
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は、アメリカのノースカロライナ⼤学で、E・ショプラーらによって考案された TEACCH プログラ
ムです。 
 開所当初から、利⽤者の可能性の追求、⾃⽴・⾃⼰実現の追求ということを⼤切にしており、よく
⾔われるいわゆる問題⾏動（氷⼭モデルにおける海⾯上の部分）にばかり着⽬するのではなく、⼀
⼈ひとりの障害特性や環境（海⾯下の部分）を、評価を通して正しく理解して⽀援を考えていくこ
とを重要視して展開されてきたそうです。 

そして、⼤⼈の暮らしにおいては、まず「働く」ことの重要性を意識して、やれることはやっても
らう、できることを探す、そして安定して⾏なえる中からさらなる可能性を探すといったサイクル
を模索していったそうです。また、地域⽣活といった視点からは、家庭から地域（グループホームを
中⼼とした）といった道筋もあることを知ってもらうため、家族の⽅には⼊所ではなくても⼤丈夫
といった意識をもってもらうため、はじめのＧＨにはあえて重度の⽅に率先して⼊ってもらうよう
にしたそうです。このような取り組みは、あさみどりの会や、わらび福祉園の取り組みとも通じる
ものがあるのではないでしょうか。 
 横浜やまびこの⾥の事業は以下の通りになります。 
 

横浜やまびこの里の事業 
施設入所支援事業：「東やまたレジテンス」（定員４０名） 
生 活 介 護 事 業：「東やまたレジテンス」（定員５０名）／「東やまた工房」（定員３８名） 

「ポルト能見台、ナビス氷取沢」（定員６０名） 
「まろんワークス、ＹＯＵ」(定員２４名) 
「リンク、アイテック」（定員２０名） 

移動支援サービス：「ヘルパーセンターやまびこ」 
就労移行支援事業：「ワークアシスト」（定員２０名） 
就労支援センター：「横浜日吉就労支援センター」 
相 談 支 援：「横浜市発達障害者支援センター」「横浜市学齢後期発達相談室くらす」 
共 同 生 活 援 助：グループホーム１５か所（合計定員７５名） 
高齢者地域拠点：「東山田地域ケアプラザ」「横浜市本牧和田地域ケアプラザ」 

              
 

 

東やまたレジテンス 

グループホームの外観 

「まろんワークス」の看板は 
小林氏の手彫りです。 
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視察訪問 
 新横浜駅から横浜アリーナや横浜国際スタジアムなどを横⽬に⾒ながら、横浜市の北部へと⾞を
⾛らせると３０分ほどで最初の訪問先である「東やまたレジテンス」に到着しました。今回の訪問
では、この「東やまたレジテンス」から視察をさせていただきました。 

１⽇⽬は、「東やまたレジテンス」、「まろんワークス」、ＧＨを２か所。翌⽇は、横浜市の南部にあ
る⾼校野球の強豪校、横浜⾼校から程近くにある「ポルト能⾒台」、「ナビ氷取沢」、ＧＨ２か所を視
察させていただきました。 
 

利⽤者のための空間作り 
 「東やまたレジテンス」は施設⼊所⽀援事業と⽣活介護事業を⾏う多機能型事業所で、「横浜やま
びこの⾥」の中⼼施設となっています。同じく⽣活介護事業の「まろんワークス」は、２階部分がグ
ループホームになっている事業所です。 
 ⽣活介護事業の⽇中活動では⾃⽴課題、軽作業での⽣産活動等を⾏っています。⽇中活動の作業
部屋に⼊り最初に⽬を引いたのが、利⽤者ごとにスペースが確保された部屋の構造でした。数名の
⼩さな部屋、⼗数名の⼤きな部屋と⼤きさには違いがありますが、どの部屋も利⽤者⼀⼈ずつのブ
ースに分かれており、各ブースはパーテーションで区切られていました。社員ごとに区切られたデ
スクが設置されたオフィスのような印象を受けました。各ブースの仕切りは座った状態では周囲の
視界が遮られ、⽴った状態では全体が⾒渡せることができる⾼さに設定されています。周囲の状況
が気になってしまう⽅にとっては、座っている状態では個室のようになり、過度な刺激に触れるこ
とのない空間になっています。⼀⽅で、極端な閉鎖空間というわけではなく、⽴ち上がれば周囲の
状況がわかるようになっており、孤⽴している印象はありませんでした。⽀援者側の⽬線としても、
利⽤者の所在や動きがわかる構造になっています。 
 また、各スペースの作り⽅は画⼀的ではなく、利⽤者個々の状態像や⾏動、作業内容等の活動と
の兼ね合いを考慮した作り⽅がされていました。ある利⽤者の⽅のスペースは、その⽅専⽤のスペ
ースをさらに区切り、それぞれが個室のようになっていました。活動をするスペース、休憩をする
スペースといったように⽬的ごとに場が区切られていました。さらに作業スペースもＡという活動
をするスペース、Ｂという活動をするスペースといったように、さらに細かいスペース設定をされ
ている⽅もありました。休憩スペースに関しても共⽤の休憩部屋で休憩する⽅、個⼈スペースの中
に休憩場所が設けられている⽅など、こちらもその⽅の状況に合わせた作りがなされていました。
また、各作業部屋には必ずルームランナーやエアロバイクなど⾝体を動かすための器具が置かれて
いるのも特⾊でした。 
 「ポルト能⾒台」の活動空間はさらに特徴的なものとなっています。利⽤定員は５０名です。「能
⾒台ふれあい館」という複合福祉施設の２階部分の全フロアが施設になっています。特徴的なのは
施設が中⼼線を境にして線対称に同じ機能をもった部屋が配置されている所にあります。作業室Ａ
と対称となる作業室Ｂ、⾷堂Ａと対称となる⾷堂Ｂといった形で配置がされており、５０名の利⽤
者は半分ずつに分かれ、さながら２５名の事業所が隣同⼠になっている構造です。Ａ、Ｂの利⽤者
が共通して使⽤しているのは⽞関と更⾐室だけで、動線が重なり合わないような構造になっていま
した。グループとしてのスペースの確保、個⼈としてのスペースの確保と２段階の空間作りがされ
ています。 
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仕切りを使った空間作り         個室のように配置がされています 

 

                
活動に合わせたスペース              ポルト能見台の案内図 

 
活動と提⽰ 
 ⽇中活動においても⽣活においても活動、スケジュールをわかりやすく⽰すことが重要です。同
じ活動であってもその⽅に即した⽰し⽅をされています。スケジュールボードを利⽤し、そこに⽂
字で⽰す、写真で⽰す、両⽅で⽰すなどそのスケジュールを利⽤される⽅に合わせたものになって
います。提⽰の順番に関しては縦⽅向、横⽅向、終わった物を剥がす、⼿がかりとするもの（カード
等）を持って利⽤者が移動するなどこちらも様々です。スケジュールボード以外にも実物によるス
ケジュールの⽰し⽅もありました。 

それは⼊所施設やグループホームなどの⽣活の場においても同様でした。グループホームでは利
⽤者の⽅が帰宅するとテーブルにその⽅の⽣活スケジュールが⽰されたボードが⽤意されていまし
た。⼀⾒すると同じようなスケジュールなのですが、そのスケジュールボードの上部には「エアコ
ンＯＮバージョン」「エアコンＯＦＦバージョン」と書かれていました。この⽅にとっては同じよう
なスケジュールであってもエアコンを⼊れるか⼊れないかで違いがでてくるのです。このように、
単にスケジュールを⽰すのではなく、その⽅が何をきっかけにしているのか、何を⼿がかりとして
いるのかをしっかりとアセスメントしたうえでスケジュールを提⽰していました。また、⼊所施設
のある部屋では、本⼈の⽬線にスケジュールが来るような⼯夫がなされていました。 
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例えば、休憩時間に横になって休憩する⽅には、休憩の提⽰が壁の低い位置に⽰されています。
その⽅の⾏動や動線、さらには⽬線の位置にも配慮がなされているのです。このように、活動やス
ケジュールに関して提⽰をするだけでなく、事前のアセスメントによりどんな⼿順で、どんな形で、
どの場所で⽰すかが綿密に練りこまれていました。本⼈の特性に合わせたスケジュールですので、
当然他の⽅には使うことができません。もちろん似通った部分はあったとしても個々の特徴がとら
えられているものになっていました。 

各活動場所や⽣活の場には、様々な種類のカードや掲⽰物が⽤意されており、その時々の活動毎
に提⽰ができるように準備がされていました。その場での⽀援も⼤切ですが、それ以前の準備、ア
セスメントにしっかりと時間をかけることで出来上がったスケジュールに従い、利⽤者の⽅々は整
然と活動をされており、⽀援者はその調整役を担うといった形がとられていました。ある活動室で
は実習の学⽣が⼀⼈で利⽤者に対応をされていましたが、事前のアセスメントにより本⼈の特性を
きちんとし理解したうえで作られたスケジュールや活動内容なので、⽀援者は誰であっても対応が
可能になっていました。 
 

 

様々な表示方法を活用したスケジュール提示 
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⼈材と⽀援の展開 
 グループホームでは職員の⽅のお話を聞くことができました。その⽅は２年⽬の若⼿職員ですが、
⼊職前の学⽣時代から横浜やまびこの⾥との関わりがあり、ここでの⽣活⽀援のシステムやアセス
メントを重視した取り組みに魅⼒を感じて働いていると仰っていました。⼀⼈職場になることが多
いグループホームでは、前述したような空間作りや、活動提⽰などが利⽤者個々の特性や個性に即
して配慮されている事が、⽀援者にとっても⽀援が安⼼して⾏える基盤になっているようです。 
 ポルト能⾒台では、視察の際に、⼀般の学⽣実習が⼊っていました。実習の学⽣は、⼀⼈の利⽤者
について担当をしているわけではなく、スタッフのように動いてみえました。担当職員の⽅に少し
お話を聞くと、スケジュール提⽰等がアセスメントによってしっかりと準備ができているため、実
習の学⽣も同じように⽀援ができるとのことでした。もちろん、全てがというわけではありません
が、特定の⽀援者でなければできない⽀援ではなく、誰でもできる⽀援を⽬指した取り組みがなさ
れています。 
 このような⽀援の仕組みや体制は、開所当時からの取り組みの積み重ねの上に成り⽴っています。
このような取り組みが、横浜やまびこの⾥の中だけにならないようにしていきたいと考えられてい
るそうですが、法⼈のみで⽀援ができる利⽤者には限りがあります。現在は、スーパーバイザーの
ような役割を果たすために横浜やまびこの⾥の職員を別の事業者に派遣し、ノウハウや仕組みを地
域に広げていく取り組みもされているそうです。 
 

最後に、私達の⽀援を振り返る 
 今回の視察を終え、「横浜やまびこの⾥」での取り組みから様々なことを学ばせていただき、多く
の発⾒と、刺激をいただくことができました。また同時に、“私たちの⽀援は？”ということを今⼀度
振り返る機会もいただけたのかなと感じています。 
 時間をかけて利⽤者の⽅と正⾯から向き合って関係を築いていくことを⼤切にしてきましたが、
利⽤者の⽅と関わる前のアセスメント、そこから⽣まれる仕組み作りの重要さを実践という形でみ
せていただくことで、“寄り添うことは⽬の前のことに対応するだけではない”ということをあらた
めて実感できました。 
 もちろん関わることの重要
さは今後も変わらないです
し、⼤切にしていきたいと思
っていますが、今後はアセス
メントや準備といった視点も
より意識し、本当の意味で利
⽤者の⽅々に寄り添った⽀援
を⽬指していきたいと思いま
す。 
 最後に、ご多忙の中、２⽇間
お付き合いをしてくださった
⼩林⽒に感謝を申し上げ、視
察訪問記の締めくくりとさせ
ていただきます。 
 

東やまたレジテンスにて 
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小林先生との勉強会を通して 
― 本当に困っているのは誰なのか？ ― 

 

れいんぼうワークス 所長 鷲見まち子 
はじめに 〜⼩林先⽣とのご縁〜 

⼩林信篤先⽣との出会いは３年前の秋、沼津での福祉協会の東海地区施設⻑会でした。そのとき講師
としてみえていた先⽣に情報交換会でお⽬にかかり、親しみのあるにこやかな笑顔で応対していただい
たことがとても印象に残っています。翌⽇の先⽣の講演テーマは『⾃閉症スペクトラムの障害の理解と
⽀援について』でした。その中で、「強いこだわりというのは本質的な特徴ではなく“⾃分”という機軸の
希薄さがあり、そのことで漠然とした不安があるゆえにこだわりとなって表れるのです。」というお話が
ありました。先⽣の講義は⾃閉症スペクトラムの⽅の特性をとてもわかりやすく、実践に基づいてお話
され、⽇頃⽀援について悩むことが多い職員にこのお話をぜひ聴かせてあげたいと思ったことを覚えて
います。 

その後念願かない、平成２９(2017)年よりあさみどりの会成⼈施設職員の⽀援アドバイザーとして、
年間通して来ていただけることとなり、「フォーラムあさみどり」でも講演いただき、各関係者が揃って
お話を伺うこともできました。今年度で、⼩林先⽣を囲んでの勉強会も３年⽬を迎えます。れいんぼうワ
ークスでも２年間で計７回の勉強会に毎回ほぼ全員が参加し、アドバイスをいただいてきました。 
 

れいんぼうワークスでの事例検討を通じて 
れいんぼうワークスでは、勉強会で⼩林先⽣から新たに「⾏動頻度観察シート」という記録の取り⽅を

教えていただき、ある利⽤者が朝の出勤後に不安定になりやすいことがわかりました。始めは⼈を配置
することで対応していましたが、⼩林先⽣からは「本⼈が⾃発的にできる⽅法が良い、本⼈が気持ちを切
り替える⽅法は何かあるの？」と聞かれ、挨拶で切り替わると職員が気づき、毎⽇朝本⼈に事務所に寄る
⽤事（ルーティン）を作ることにしました。すると、その時間帯の不安定⾏動がなくなりました。 

また、ある利⽤者はやはり同様に記録を何週間かとることで、朝の作業着に着替えた後に不安定にな
りやすいことがわかりました。その⽅にはホームの出発時間を少し遅らせてもらい、また着替え後には
待ち時間をなくすためにすぐに簡単な作業を開始できるようにしたところ、やはり落ち着いて過ごせる
ようになりました。「なんとなくそんな気がしていた。」ということが、記録をとることで誰の⽬からみて
もわかる事実となり、何か⼿を打つべきだと職員も実際の⾏動に移しやすくなるのです。職員にとって
はずいぶん刺激を受けることになったと思います。これまで悩みながらもいろいろ考えて⽀援してきた
ことが、ひとつのきっかけであらためて動き出し、利⽤者が変化していきます。その利⽤者の変わりよう
に、職員も喜びを感じ、ますますこの勉強会の意義を感じていったように思います。 

この２年間で「利⽤者の困っているところはどこか？」にずいぶん焦点を当てられるようになってき
ました。ホーム利⽤者は週末帰省していますが、⽇にちの感覚がわかりづらい⽅が多く、あとどれだけ過
ごせば家に帰るのか、混乱する⽅が多いです。確認がやたらと多くなったり、興奮してしまう⽅もいま

す。そこで、⼩林先⽣のお話をヒ
ントに職員が考えたのが、「にじ
いろカレンダー」というれいんぼ
う独⾃のカレンダーです。たとえ
ば⽉曜はオレンジ、⽕曜⽇は⻩⾊、

⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

にじいろカレンダー 
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と曜⽇の⾊を決めました。まずは作業室に掲⽰し、毎⽇「今⽇は何曜⽇」
と指してその曜⽇に枠をはめていきます。すぐに利⽤者がその枠を動か
すのを覚え、毎朝やってくれるようになりました。また曜⽇の⾊を覚え
て、「〇曜⽇は△⾊」という⽅もいます。次にホームでもこのカレンダ
ーを利⽤するようになり、今では全員に予定表として配布するようにな
りました。また、帰る⽇をマークで⽰そうと「帰るマーク」を作りまし
た。これは「カエル」に引っ掛けて職員が考えました。利⽤者には結構
受けているようです。 

このようにれいんぼうワークスではこの勉強会がきっかけで、職員それぞれが利⽤者⼀⼈ひとりへの
思いをより深めることができるようになってきたと思います。 
 

⾒学をさせていただいて 
 今回その⼩林先⽣のおられる横浜やまびこの⾥を法⼈職員９名で訪問させていただくことができまし
た。柿下が述べているとおり「特定の⽀援者でなければできない⽀援ではなく、誰でもできる⽀援を⽬指
した取り組みがされている」ことに私⾃⾝も驚きを覚えたのと同時に、⾃閉症スペクトラムの⽅に特化
した⽀援なのだということも感じました。またそこにいたるまでには、当然のことなのですが『利⽤者が
困っていることは何か』の視点をとても⼤切にされてきたのではと感じます。“どう理解できているのか”
“どのように伝えればいいのか”をひとりひとりについていろいろな環境設定をしつつ、検証し、また確認
するという積み重ねをされてきた結果をみせていただいたように思います。 
 ⾒学させていただいた中のグループホームで、ちょうど責任者の⽅が⾒え、お話を聴くことができま
した。5 名の男性が⼊居するそのホームは⽣活する⽅の相性、特性もあり、リビング、⾷堂を真ん中にし
て左右に分かれ居室があり、その奥にそれぞれのお⾵呂がありました。2 つのお⾵呂にびっくりしました
が、そこまで動線を考えての設計がされていました。⽐較的⾃⽴した利⽤者のホームということで、朝は
世話⼈はおらず、⽤意された朝ごはんをレンジで温めたり、パンをトースターで焼くというのをそれぞ
れが準備していると聞きました。そこにもしっかりと⼿順書の掲⽰がありました。またある利⽤者の⽅
のお部屋をみせていただきましたが、同じ服を⽇替わりで着てしまうので、洋服掛けのハンガーには曜
⽇が貼ってあり、毎⽇違う服を本⼈がひとりで着られるようにと⼯夫と配慮がされていました。また、そ
うした⾒学と説明を受けた中で、「モノをため込んでしまい、これまで取り組んでもなかなか捨てること
のできなかった⽅が、若い⼥性のスタッフが関わるとなぜかすんなりと話を聞いて捨ててくれるんです」
と苦笑いしながら紹介されるのを聞き、「ああ、そこは障害特性のことは関係ないのだな」と微笑ましく
も思いました。 
 

さいごに 
今回貴重な時間をいただき、私たちが先⽣から学んだことを実際に実践されている⽇中活動の場や⽣

活の場を訪問させていただき、あらためてまだまだ取り組むべきことがたくさんあることを知りました。
何より「利⽤者の困りごとは何か」という原点にどれだけ近づけるか、そこがもっとも⼤切なことであ
り、始まりであるということを感じました。これからも『本当に困っているのは誰なのか？』の視点を忘
れずに⽀援にあたっていきたいと思います。 

⼤勢での訪問はさぞ利⽤者の皆さんや職員さん⽅にはご迷惑だったことだろうと恐縮しつつ、この訪
問を快く受け⼊れてくださった「横浜やまびこの⾥」の職員の皆様、そして朝から夜遅くまでたくさんの
お時間をいただいた⼩林信篤先⽣に⼼より感謝申し上げます。 

帰るマーク 


