照雄、山崎修子、山下君子、山本しづか、山本高仁、屋
屋

賛 助 会 報 告

通所介護デイサービス““フレンドシップあさひ”通信

第 ２ 号

良朝勇、屋良 恵、湯浅照子、吉崎 博、吉崎繁巳、吉
吉
田ひろみ、若林愛香、渡辺尊帆、渡辺敏子
＊ほか匿名希望の方１名

昨年 11 月にスタートしたフレンドシップあさひ

☆2009 年 3 月 22 日現在（敬称略、五十音順）

賛助会のご報告をします。果たして何人の方が入会
していただけるか、期待と不安のなかでご案内を差

《献金・支援者》

し上げましたが、感謝なことに下記のとおり実に多

ふれんどしっぷ
《 2009.3.29 発行 》

くの方にご賛同いただいております。この誌面にお
名前を掲載し、尊いご支援に心からお礼申し上げま

心の声を聴ける
“まことのプロ
まことのプロ”を目指して
して

す。会費収入の使途は、賛助会の運営費のほか、デ
イサービス事業会計に繰り入れて、その事業運営に
充てる予定としております。また、会報の発行は、

早いもので、フレンドシップあさひ（以下
以下

アマネージャーが福祉サービス利用を懸命に

要に応じて臨時号を発行する予定としています。こ

「当所」といいます。
）が開所して約 11 か月
月

何度も何度も勧め続けました。その努力が報

れからも、ご支援のほど、よろしくお願いします。

が経過しました。昨年の 8 月頃までは利用者
利用者

われ、ある日体験利用が実現しました。これ

の人数も、一日に１、２名といった日も多く
く、

は正に奇跡的な出来事でした。Ａさんは苦手

果たしてどうなることかと心配していまし

な食べ物も多かったので昼食も楽しめるか心

た。しかし、9 月頃から何故か利用者が突然
突然

配でしたので、食事スタッフと打ち合わせを

増えだし、現在は毎日 7 名から 10 名の方に
に

重ね、Ａさんのお好きな食事を用意しました。

利用していただいています。利用者の増加に
に

また、途中で家に帰りたくなってしまわない

伴い、スタッフの数も増え、９月には介護ス
ス

ように、介護スタッフともよく打ち合わせを

タッフの細川泰代さんを、10 月には看護職
看護職

してサービスを開始しました。どうにか初め

の中井さんを新たに採用しました。また、同
同

ての体験利用を終えて、私の運転でご自宅に

時期から私の友人の三浦くんが毎日ボランテ
ボランテ

お送りした時、車中でいろいろとご自身のこ

ィアに来てくれるようになり、スタッフの体
体

とをお話してくださいました。
「今日は本当に

制は更に充実したものになってきました。こ
こ

楽しかった、みんなとても親切な方で感謝し

のようにして利用者が徐々に増えていく中

ます。実は、私は周りの人から邪魔者扱いを

で、さまざまな出会いと発見があります。そ
そ

され続けていました。そんなことから、人づ

の中からある体験についてご紹介させていた
させていた

き合いが苦手になり、一人でいる方が気楽だ

だきます。
（※次の内容は利用者のプライバシ
のプライバシ

ったんです。今日は本当に楽しかった！」と

ーに配慮し、筆者が一部内容を変更して掲載
掲載

おっしゃってくれたのです。
（次ページに続く）

年４回（定例：３月、6 月、９月、12 月）とし、必

会員数 156 名、会費収入 1,381,000 円

※賛助会会員名はネット配信では
削除してあります。

賛助会員、献金・支援者のお名前については、十分に確認して
して
掲載しましたが、万が一、誤字や記載の漏れがありました場合
場合
は、何とぞご容赦頂きますようお願い申し上げます。

○管理責任者：鈴木 淳
○介護スタッフ：山本高仁、西条エリ子、茂呂田徳
茂呂田徳
子、細川泰代、中井恵里香
○食事スタッフ：鈴木わかな、山崎修子
○フレンドシップあさひ運営委員：潮田健治、千葉
庄平、中関歌子

しています。）
一人暮らしのＡさんは、買い物以外はほと
はほと
んど外出することはありません。健康上の大
大

発行責任者：鈴木淳 賛助会事務局：山崎照雄
通所介護・介護予防通所介護 デイサービス

フ レ ン ド シ ッ プ あ さ ひ
（介護保険事業所番号 1473201513）
●〒241-0021 横浜市旭区鶴ヶ峰本町 1-19-21
ミヤビビル一階／鶴ヶ峰駅より徒歩 15 分ブッ
ブッ
クオフ裏手(鶴ケ峰水道道沿い)
●電話 045-489-3721 Fax 045-953-2588
●Email: friendship_asahi@yahoo.co.jp

８

＊ホームページは「フレンドシップあさひ」で検索できます。
。

きな問題があり、外出先で万が一倒れた場合
場合
に大変なことになってしまう可能性がありま
がありま
した。しかし、ご本人はなかなか福祉サービ
サービ
スを希望されず、難しい状況でした。そのよ
そのよ
うな場合に、普通はケアマネージャーも諦め
め
てしまう方が多いのですが、一人の熱心なケ
なケ

１

利用者と共同で作った貼り絵。夏から年末までかけて完
完
成した大作です。実際は模造紙１枚の大きさがあります
きさがあります。

（前ページより続く）

利用者数は右肩上がり！
！
２月実績は延べ 134 人

様々な人間関係のごたごたによって傷ついた
心が、Ａさんの外出を阻んでしまっていたよ
うなのです。一見、周りからは不可解に思え

開設当初は利用者１名にスタッフ３名とい

る行動にも、確かな理由があることを感じさ

う、手厚すぎる（？）介護体制にお互い戸惑う

せられる出来事でした。

今年４月からの介護報酬改定
介護報酬改定の実態
この 4 月の介護報酬の改定に関して心から
から憤りを感じましたので、以下の趣旨の文書を、民主党と、
自民党、舛添厚生労働大臣、長妻明国会議員
議員にお送りました。 “何とかしてほしい”の一心です！

状況でしたが、昨年の９月頃から利用者数が急

私たちは、自分たちが決めた一日のスケジ

増し、今では一日平均８名程度の利用状況にな

ュールに利用者をはめ込むのではなく、そこ

利用者の方が作ったお正月飾り。本当は縦長の作
品ですが、紙面の関係で横向きに掲載しました。

■介護報酬改定の実態■

りました。実際に運営してみて感じていること

私は、横浜市旭区鶴ヶ峰にて、通所介護（小
（

に入れない方の心の声に耳を傾け、その行動

は、契約者数＝利用者数ではないということで

規模デイサービス）事業を運営している所長
所長

の背後にある理由を探り、その人に合ったサ

す。現在は 29 名の契約者があり、全員が計画

の鈴木と申します。介護業界の人件費の安
安さ

ービスを提供することが“まことのプロ”だ

通りに利用した場合、１カ月 180 から 190 名

と思っています。福祉の仕事はある意味で特

の延べ利用者数になる計算ですが、介護を必要

別な技能も知識もいりません。家庭において

とされるお年寄りの場合は、その日の健康状態

夫婦が助け合うことを、子どもが親を介助す

や気分で、突然お休みになることがよくありま

ることを、家族に代わって介護スタッフが行

す。介護保険料からの給付はあくまでも利用実

今回の介護報酬のアップは、通常の利用者
利用者

うことです。夫婦や子どもは特別な介護の資

績に対して支払われるため、いくら契約がとれ

の介護度に合わせて算定される介護単価は
は一

格をもっているわけではありません。日常生

ても利用してもらえない限り、収益には結びつ

切改定されず、
“加算”（通常の介護報酬に
に加

1 から介護２の方は、多くの場合認定が１ラ

活の延長が介護の仕事です。それ故に、家族

きません。一日 10 名の利用計画を組むと、実

え、設備や人員配置によって介護報酬が追加
追加

ンク下がるというのです。小規模デイサービ

されるシステム）によるアップの部分が大
大き

スの利用者の中心は支援１から介護 3 の人た

くなっています。したがって、この加算の
の算

ちですので、利用者の介護度が次の認定時に

定を取れない事業所は、今回の改定の恩恵
恩恵を

１ランクずつ下がるとすれば、結果として

受けられないこととなります。

10%以上介護報酬が減ることが見込まれま

際には８名の利用実績となるといった具合で

とまったく同じことを行ってプロと言われる

す。当所の採算ラインは一日 10 名の利用実績

のはとても難しいことなのです。

です。現在、体制が整いしだい指定人数を 10

そのような意味では、この仕事には別の意
味でのクオリティーが要求されると思うので
す。技術や知識以上に、人の心にお仕えしよ

が公開されてガッカリという以上に強く失
失
望してしまいました。

模の拡大を図り、何とか黒字経営に移行したい

スの場合、横浜市旭区として 10.6 の地域加
地域加

合の介護保険からの収入を年間 2,000 万円

と考えています。

算がついています。これは地域物価に基づき
づき

とすると、1０%以上下がるということは、

算定され、通常を 10 としたときに介護報酬
介護報酬

2０0 万円以上の減収となります。これが今

が 6%アップするシステムです。今回の改定
改定

回の改定の真相なのです。つまり、今回の改

で 10.45 に下げられることになりました
げられることになりました。つ

定は介護報酬のアップではなく、行政の介護

まり、1.5%介護収入が減額する訳です。この

支出を減らすのが目的と捉えられても仕方あ

ように、私どものような小規模デイサービス
デイサービス

りません。

な資格をもった人以外は、介護スタッフと認
（単位：人）

す。しかし実際は、何年勤めても、どんな資

期待していました。しかし、その改定の内容
内容

また、私どもの運営する小規模デイサービ
デイサービ

フレンドシップあさひ利用者数の推移

めなくしようとする方向性を打ち出していま

の介護報酬の 3%アップという改定に少しは
しは

名から 15 名に増やす予定にしており、事業規

うとする強い使命感がそれです。
現在の行政の提唱する福祉未来像は、特別

を改善するという触れ込みの、今年 4 月から
から

す。小規模デイサービスが順調に運営した場

この３月より国民個人が給与所得から収め

は 3%介護報酬がアップするどころか、実質
実質

格を持っていても、この使命感なくしては無

る介護保険利率は、1.13%から 1.19%に引

報酬は下がってしまうことになります。

き上げられます。0.6%の個人負担増です。

これはとても残念なことですが、これだけ
これだけ

意味なのかも知れません。フレンドシップあ
さひは、
“してあげるサービス”ではなく、

ならまだよいのです。最大の問題は、4 月か
月

にもかかわらず、この効果が現場の収入増に

”お仕えする精神”

ら利用者の介護認定の方式が変更され、認定
認定

はつながらず、かえって減額の結果を招くと

のランクが下がってしまうことです。これに
これに

は…。国や厚生労働省は、いったい何を考え

で、これからも心

関して国は「今までの認定が変わらないよう
わらないよう

ているのでしょうか。必死に、地域に仕えよ

を第一とする“ま

に、認定方法を改定した」と説明しています
しています。

うとしている私たちをさらに追い詰め、選挙

ことのプロ”を目

しかし実際、ケアマネージャーの話によると
によると、

の時だけ福祉重視を語る政治家の方たちは、

指して行きたいと

新しい認定方式だと今まで介護度が３から
から 5

何がしたいのでしょうか。心から憤りを感じ

願っています。

の人は、更に介護度が上がるケースはありま
がるケースはありま
すが、介護度の低い方から中間ぐらいの支援
支援

るとともに、直近の社会問題として提起させ

（所長

鈴木淳）

２

て頂きます。（所長

７

鈴木淳）

ニコニコハウス構想
ニコニコハウス

2008 年度決算
決算と 2009 年度予算

フレンドシップあさひのデイサービス

３階をショートステイ、４階を居住スペー

事業の次の課題として、ショートステイと

スとする４階建ての建物（愛称：ニコニコ

昨年度の介護収入は、営業を開始した５
５月

今年度は、指定人数を 10 名から 15 名に

ケアハウスがあります。それは日頃、利用

ハウス）を構想しています。今後、実現へ

～12 月までの８ヵ月で約 600 万円程度と
万円程度

変更して介護報酬収入の増加を目指すととも

者やご家族と接している中で、安心して泊

向けての全体的な見積りや構想を練って、

なりました。8 月まで運営状況は芳しくあり
しくあり

に、看護師の配置、契約職員、洗車ボランテ

まれるショートステイ、将来的不安を解消

通信にてお伝えしていきたいと思います。

ませんでしたが、9 月から年度末にかけて
にかけて好

ィアを追加し、事業運営体制の拡充を図りま

するケア付きの居住設備が必要とされて

その実現に何年かかるかわかりませんが、

調に利用者数が増加しました。なお、日本中
日本中

す。予算的には厳しい状況ですが、人件費を

会からの貸与金は、フレンドシップあさひを
フレンドシップあさひを

昨年度に比べ大幅にアップしました。介護サ

設置・運営しているカンバーランド長老キリ
キリ

ービスの主体はマンパワーです。より良い職

いることを感じるからです。勿論、数十年

常に夢（ビジョン）を求めて今を歩んで行

前とは違い、現在は地域に沢山の施設があ

きたいと願っています。

ります。しかし、手厚いサービスを目指し

スト教会日本中会からの運営資金で、運営初
運営初

た本当に信頼できる場所となると数も限

改修・工事費には開設当初の改修費のほか
のほか

られてきてしまうのが現状です。そこで、

に、昨年 10 月に実施したフロア拡張費用（約
（

フレンドシップあさひを立ち上げた理念

160 万円）が含まれています。また、介護車
介護車

に基づいて、心から人生の先輩にお仕えす

両購入費は開設時に購入した車両１台と、
、10

るサービスの次の事業展開を願っていま
す。具体的な構想としては、１階を事務室、

デイのお台所
台所から…。

計からの繰り入れ 48 万円を見込んでいます
が、感謝なことに予想を上回る収入がありま
したので、増額を検討したいと考えています。

月に追加購入した１台の合計２台分の費用
費用を

フレンド

計上しております。このように決算額には
には初

シップに
は毎週、鈴

フレンドシップあさひに

さんが素

そのものの収支（介護収入から人件費や必要
必要

敵なお花

経費を差し引いた額）は、昨年度はまだ自立
自立

を飾って

科

んいます。そのお一人お一
人の笑顔を思い浮かべてメ
ニューを考え、お料理して
から「おいしかったです。

収
入

もう１回同じものを食べた
いぐらい！」
「今日のごはん
も最高！」と言っていただ
いたときは、
“明日もおいし
いものを作るぞ！”と力が
湧いてきます。写真の料理
は、
「オムライス」と「ひな
祭りのお料理」です。利用
者さんにもっと喜んでいた
だけるよう、様々なメニュ
ーをご用意しています。
（調理スタッフ：わかな）

くださっ

会計には至っていません。

は、お昼ごはんを楽しみに

います。食後に利用者さん

木はるな

ていますが、これらの経費を除いた介護事業
介護事業

来る利用者さんが、たくさ

６

また、介護報酬以外の収入として、賛助会会

年度に限って発生する開設費用が多く含まれ
まれ

ホール、作業所など、２階をデイサービス、

今日の献立

場環境を目指して進みたいと願っています。

年度限りの収入となります。

支
出

目

日本中会からの貸与金
介護報酬
食費代
寄付金
賛助会会計より繰入
前年度繰越金
合計
人件費
施設賃借料
改修・工事費
備品・設備費
介護車両購入費
駐車場料・車両維持費
水道光熱費
管理費
修繕費準備金
その他
次年度繰越金
合計

ています。

（単位：万円）
2008年度決算
年度決算
2009年度予算
備 考
（2008年4～12
12月） （2009年１～12月）
1,600
0
447
1,642
利用者・職員昼食代等
56
0
69
0
0
48
0
31
2,172
1,721
社会保険負担金含む
481
1,037
140
120
468
0
パソコン、コピー機、冷蔵庫等（決算額）
125
60
335
100
駐車場料、ガソリン代等
76
76
32
60
53
180
50
0
158
84
254
4
2,172
1,721

※注：2008年12月分の介護報酬については、決算時点
決算時点で金額が未確定だったため計上していません。

３

フレンドシップ の あ る 日 の 風 景
これはある日のフレンドシップの
のフレンドシップの写真。実にほのぼのと

介護スタッフ：茂呂田徳子

した光景ですね。写真
写真に写っていませんが、スタッフの

奥のスペースでは
のスペースでは、ボランティア
の飯塚さんが
さんが利用者さんと刺繍
をしています とても根気がいる
をしています。
作業ですが
ですが、皆さんとても熱心に
取り組んでいます
んでいます。この場所はフ

昨年の 5 月よりスタートたフレンドシ

スタッフの山本君が利用者のＡ

西条さんは利用者の
の方のお風呂介助をしています。みな

ップあさひも、この 3 月で 10 ヶ月目

さんと将棋を指しています。最

さん、自分のペースに
のペースに合わせて自由な時間を

に入りました。スタート直後は、一人

近は男性の利用者が増えて、山

過ごしています。まるで
まるで我が家の

とか二人だった利用者さんも今では、

本君は引っ張りだこです。
「年の

居間でくつろいでいる
でくつろいでいる

毎日 10 名近くの方々が来てくださる

功より亀の甲、必死で指さない

ようですね。

ようになりました。それと共にスタッ

と、あっという間に負けてしま

このお二人はご近所同士です。最初

フもボランティアさんも増えて、多く

います。
」（山本君談）

の頃からいらしたＭさんと、最近来

ロアの拡張
拡張により増えた部分。ち
ょっとお金
金はかかりましたが、思
い切ってやってよかったです
ってやってよかったです。

ハッピー
バース
デー!!

の方々とこのフレンドシップあさひで

られたＫさんは、あっという間にお

出会えることもとても嬉しいことの一

友達になりました。普段お一人でい

つです。また、思い出深い方との出会

ることが多い利用者の方にとって、

いとして H さんがいます。なかなか気

ここにきて顔見知りになった方とお

が向かずお風呂に入ることのできなか

話することは、何よりの楽しみです。

った方でしたが、お話に耳を傾けなが

音楽療法の様子。佐藤さんのピアノにあわせて

ら入浴を勧めていくことで、今では毎

利用者の方たちが楽しそうに歌っています。

回入浴してくれるようになりました。
また入浴中は、利用者さんとスタッフ
は二人きりなので、フロアでは出来な
い女性同士の内緒話も沢山できるので
す。利用者の方々は、少し忘れっぽさ
が増えているかもしれませんが、記憶
を超えた心の繋がりができてきたよう
に思えます。いろいろな思いを抱えて
来れる利用者一人ひとりと寄り添って
「今日ここに来てよかったなぁ」と思
っていただけるサービスを、これから
も提供できるよう努めたいと願ってい
ます。

こちらはボランティアの内田さんと囲
こちらはボランティアの
碁を
を打っているＴさん。Ｔさんに“こ
この
この食事はおいしいですか？”と伺っ
たところ 「おいしいものは外でお金を
たところ、
出せばいくらでも
せばいくらでも食べられるけど、家
に帰
帰ると必ずお茶漬けが食べたくなる
の。
。ここの食事は毎日食べても飽きな
いお
いお食事。ちゃんとお出汁をとってる
から
から、毎日食べても飽きないのよ。
」と
とても
とても嬉しい感想がいただけました。

介護
介護スタッフ：細川泰代
フレンドシップあさひに来られる利用者
利用者の方は、いろいろな過ごし方を希望されます。みな
みな
さんと一緒に何かをすることを楽しみにされている
しみにされている方、スタッフとの将棋を楽しみにされてい
しみにされてい
る方、お風呂に入り、ごはんを食べ、のんびり
のんびり過ごすことを楽しみにされている方、みなさん
みなさん
それぞれです。また送迎の途中でも梅や
や菜の花を楽しみ、きれいな富士山を眺め、さーっと流
流
れていってしまう時間の中にも楽しみを
しみを見い出している方もいらっしゃいます。スタッフも“今
今

鈴木所長の
の古くから

日はこれをみんなでしましょう！”というレクの
というレクの提供ではなく、誰が何をしたいのか、または
または

の友人の荒瀬さん

このお三方は、

が、利用者
利用者の方の機

毎週土曜日の

どうしたら、利用者の方がやりたいと思
思われていることを“できる形”にして、いかに提供で
で

お友達。エプロ

きるかを日々考えています。時には、利用者
利用者の方からやり方を教えてもらいながら手芸をした
をした

ン姿で「はい、

り、ゲームをしたり、草花の話をしながら
をしながら散歩をしたり。さすが人生の先輩！という場面も多々
々

ポーズ！」

有ります。お互いに教え教わることに生
生き生きとされる利用者の方と過ごす時、必要とされる
とされる

能訓練をしている
をしている様
子です。月
月に１回程
度ですが、
、これもフ
レンドシップならで
はのサービスです
はのサービスです。

こと、誰かの役に立つことの大切さを実感
実感します。それぞれの時間の過ごし方に寄り添い、共
共
有できる思い出がたくさん増えていく楽
楽しみが、この仕事にはあるのです。

４

５

