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ＣＯＮＴＥＮＴＳ（今月号の内容）
＊ 日 誌 抄 録（１㌻）：（2016 年 1 月 1 日～）
＊ お も な 動 き（２㌻）：
・ノロウィルス感染終息 ほか
（職員状況：2016 年 1 月中）
＊現場の内外で（３㌻）：
・「実践の質」向上を実感 ほか
＊情報＆ニュース（４㌻）：
・「合理的配慮」を今年の新語・流行語大賞に！
＊ マ イ タ ウ ン（５㌻）：
・「総合相談センター」4 月に移転
・病院の「地域連携室」
＊三代目燈台守（６㌻）：
「介護離職ゼロ」政策の危険なシグナル

▽日誌抄録（2016.1.1～）
月/日（曜）
1／1（金）
4（月）
8（金）
11（月）
12（火）
14（木）
17（日）
21（木）
22（金）
23（土）
25（月）
26（火）
29（金）
2／4（木）
6（土）
7（日）
8（月）
11（木）

記事

元日
仕事始め
職員合同新年会（千田ホール）

成人の日
運営会議（月次報告：視障センター）／小学生書き初め展（南部地域福祉センター）
はちす苑でノロウィルス感染者発生
愛光家族会新年会（活動センターおひさま）
内部昇格者選考
ワークショップかぶらぎ完了検査（県障害福祉課）
理事会（本部第 1 会議室）
運営会議（本部第 1 会議室）
はちす苑第三者評価報告会議（本部役員室）
Aikoh フォーラム（差別解消法研修：視障センター研修室）

立春
はちす苑ノロウィルス感染終息
職員実践発表会（千田ホール）
運営会議（月次報告：視障センター）

建国記念の日
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暖冬傾向という長期予報はありましたが、やはり冬は冬。温暖な年末年始気分のままで過
ごせたのは 1 月半ばまで。18 日の月曜日は関東地方北部一帯は一面の銀世界。交通機関もか
なり混乱しました。その後も断続的に寒波襲来。インフルエンザ罹患者も出ており、この冬
のピークにさしかかっているようです。ただ気のせいか、立春を過ぎて、ほのかな春の香り
も漂ってきた昨今です。

▽おもな動き
事業計画案など協議（理事会）
1 月 23 日、理事 9 名（全員出席）、監事 1 名（1 名欠席）により定例理事会を開催いた
しました。主たる議案は、次年度事業計画並びに予算編成にあたっての重点事項について
の意見交換でした。この協議を踏まえて、3 月 26 日に予定されている評議員会及び理事会
において正式に提案する事業計画案・予算案の作成に向けて取り組んでまいります。

「差別解消法」施行直前セミナー
1 月 29 日、視障センターちば研修室において、Aikoh フォーラムとして法人外の関係者
にも開放する形で「障害者差別解消法施行直前研修」を開催いたしました。講師に迎えた
のは大胡田（おおごだ）誠弁護士（つくし総合法律事務所）。会場には法人職員のほか、
障害当事者（主に、視覚障害団体会員）など 56 人が出席。講演を熱心に聴きました。
差別の解消に向けての取り組みは国民すべての努力義務となるわけですが、特にキーワ
ードである「合理的配慮」とはどういうことか、福祉サービスを提供する上で、われわれ
の姿勢が問われます。公共施設や福祉施設のバリアフリー化は拡大していますが、障害特
性の理解に基づく適切な対応となると、まさに配慮を欠くことがたくさんあります。その
意味で、法律の施行は差別のない社会づくりへの一歩にすぎません。当事者でもある大胡
田弁護士のご自身の被差別体験を交えた軽妙なお話は、入門編として納得感 100％の研修
となりました。（4 ㌻に関連記事）

ノロウィルス感染終息
1 月 14 日、はちす苑において入居者のお一人がノロウィルスに感染されていることが判
明いたしました。はちす苑では罹患者の治療にあたるとともに感染者の拡大防止に努めて
まいりました。幸い重篤な症状の方はなく、2～3 日のうちに快方に向かわれましたが、感
染者（疑いも含めて）は 16 名（特養入居者 8 名、職員 8 名）に達しました。入居者、利
用者はじめ皆様にご心配とご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。
なお、1 月 23 日以降、感染を疑われる患者は出ておらず、関係機関と協議したところ、
2 月 5 日をもって終息したものと判断いたしました。（3 ㌻に関連記事）
■職員状況
＊採用：1（パート 1
）
(2016年 1月中) ＊退職：1（パート 1
）
＊2015年 12月 31日現在：職員現員３６０人
（正職 157・サポート又は常勤嘱託 40
・パート又は非常勤嘱託 1
63）
＊育児休業：2（リホープ 1・よもぎの園 1） ＊派遣：2
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▽現場の内外で
見直し急務！感染症対策
前のコーナーでご報告いたしましたが、多くの高齢者や障害者にご利用いただく事業
所にとって、感染症対策は重要な危機管理のひとつです。これまでも各種の感染症の侵
入に遭い、予防や感染拡大防止のノウハウを蓄積してきたはずですが、
“忘れたころにや
ってくる”ということわざどおり、油断もありました。今回のノロウィルスの感染予防
の初期対応に不徹底もありました。看護師からは、基本的な手洗いを徹底しなかったこ
とも指摘されています。
はちす苑では 9 年前に、本部事業所でも 3 年前にノロウィルスを経験し、法人に「感
染症対策委員会」を立ち上げて体制を整備してきたところです。感染者の発生そのもの
をなくすことには限界もありますが、感染力の強いノロウィルスのような場合の初期対
応に、改めてマニュアルの見直しや定期的な講習会の実施（最低年 1 回、介護・支援担
当職員を対象に）の必要を確認いたしました。

「実践の質」向上を実感
一般の企業で働く人は仕事のことを「実践」などとは言いません。辞書で引くと実践
とは「自分で考えた主義・主張や理想を、自分で行動に移すこと」
（新明解国語辞典）と
あります。福祉サービスが私企業の利益に貢献する仕事とは異なり、公益性や公共性を
重視するところから、この「実践」という言葉を用いてきました。介護や支援・相談・
情報提供などに従事する法人職員の実践的取り組みの成果を報告する場である「実践発
表会」は、今回で 5 回目です。
（2 月 7 日、はちす苑千田ホール）
今回の発表テーマと報告者は次のとおりです。
《発表１》「こんにちは。ワークショップかぶらぎです」
（ワークショップかぶらぎ主任・宮部和樹）
《発表２》「地域と愛光をつなぐユニバーサル農業」
（障害者支援事業部日中活動農耕班・塚本一成ほか）
《発表３》「ニーズに沿った排泄支援を目指して」
（ルミエールケアスタッフ・藤野操ほか）
《発表４》「安心な施設生活を目指して」（特養さくら苑介護主任・飯塚純子ほか）
《発表５》「読みに困難を抱える児童・生徒の教材作成配布事業から見えてきたこと」
（視障センター主任・石渡きよみ）
《発表６》「食事水分が全く取れなくなってしまった認知症高齢者へのアプローチ」
（はちす苑主任ケアスタッフ・日野史生）
《発表７》「リホープが取り組むショートステイ業務と支援内容について」
（リホープ支援員・石橋一樹ほか）
《発表８》
「行動に課題を持つ自閉症利用者への支援」
（めいわ支援員・富谷宏喜ほか）
会場には法人の役職員のほか、地域の関係者も見えて、千田ホールは満員御礼状況で
した。すぐれた発表を顕彰しようと、審査員 4 名（松山毅順天堂大学准教授、相沢毅佐
倉厚生会常務理事、池田勝也法人総括施設長、吉田信之子育て支援事業部長）をお願い
し、最優秀賞にはルミエールでの排泄ケアの取り組みが、優秀賞にめいわにおける自閉
症利用者の支援事例、奨励賞に視障センターの IT 機器による学習障害児の教材開発プロ
ジェクトの報告が選ばれました。
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▽情報＆ニュース
「合理的配慮」を今年の新語流行語大賞に！
障害者差別解消法がいよいよこの 4 月 1 日に施行されます。この法律の施行が、2006
年 12 月に国連総会で採択された「障害者権利条約」の到達点であることは知られていま
す。国際的には「10 人に 1 人（One in Ten）」が何らかの障害を持つ人とされているそう
です（我が国の制度上からは、約 6％、787.9 万人）
身体・知的・精神に大別される障害者が、社会生活を送るうえで、さまざまな差別に
直面し、障害による不便にとどまらない不幸に見舞われているのが現実です。障害者に
不幸な状況をもたらす大きな要因を「差別」に求めるとすれば、基本的人権にかかわる
事柄を法律として規制するのも当然のことといえます。当初は「差別禁止法」という強
い規制を想像させる名称で検討されていましたが、上記のような名称に落ち着きました。
昨年 11 月、内閣府から「福祉サービス事業者向けガイドライン」が公表されています。
これは「厚生労働大臣決定」事項だとされています。その要点をご紹介します。
まず、
「障害を理由とする不当な差別的取扱い」とは「正当な理由なく、障害を理由と
して、サービスの提供を拒否する又は提供にあたって場所・時間帯などを制限する、障
害者でない者に付さない条件を付するなどにより、障害者の権利利益を侵害すること」
だとし、これを法律で禁止しています。
そして、障害者の権利利益の侵害されている状態（差別状態）の解消への行動が「合
理的配慮」です。福祉サービス事業者に対しては、
「その事業を行うに当たり、個々の場
面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表明があった
場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害する
こととならないよう、社会的障壁の除去について、必要かつ合理的配慮を行うこと」が
求められています。
視覚障害者への合理的配慮（適切な対応）について、こんな例示があります。
○音声や点字表示など、視覚情報を代替する配慮
○中途受障の人では白杖を用いた歩行や点字の触読が困難な人も多いため留意が必要
○声をかける時には前から近づき「○○さんこんにちは。△△です」などと自ら名乗
る
○説明する時には「それ」
「あれ」
「こっち」
「このくらい」など指差し表現や指示代名
詞で表現せず、「あなたの正面」
「○○くらいの大きさ」などと具体的に説明
○普段から道路（点字ブロックの上等）に通行の妨げになるものを置かない、日頃視
覚障害者が使用しているものの位置を変えないなど周囲の協力が不可欠
○主に弱視の場合、室内における照明の状況に応じて、窓を背にして座ってもらうな
どの配慮が必要
これらの福祉サービス事業者が留意すべき事項として例示されている点は、当事者か
らの意見を踏まえたものと思われます。視覚障害者福祉については先駆性や優位性を自
認するわれわれです。以上のような基本事項は、法人職員は最低限身につけておくべき
で、さらには盲重複障害者の障害特性を踏まえ、必要な合理的配慮に取り組むべきです。
内閣府発行のガイドラインでは、その他の障害（聴覚、肢体、知的、精神、発達など）
についても、障害特性と基本的に望まれる対応を紹介しています。それらはまず福祉サ
ービスに従事する者が共有し、さらに全国民に理解されていくことが望まれます。
「合理
的配慮」が今年の“新語・流行語大賞”になるくらいに！
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▽マイタウン
総合相談センター４月に移転
佐倉市南部地域福祉センターの指定管理者として当法人が指名され、いよいよ 4 月から
業務開始となります。すでに引き継ぎのための協議を始めておりますが、従来からの福祉
センター運営業務に加えて、法人からの提案として採用された「総合相談」窓口の設置に
つきましても、既設の「総合相談センター」（大崎台クラッセ佐倉内）を地域福祉センタ
ー内に移設する予定でおります。
この取り組みは、現に国で検討が進められている「包括的な相談支援システム」を新た
に再構築しようという方向に沿ったものです。すなわち、「我が国の福祉サービスは、高
齢、障害、児童その他対象者ごとに専門的サービスが充実してきたところ。他方、福祉ニ
ーズの多様化・複雑化や人口減少など地域社会が変容する中で、単独の機関のアプローチ
では対応できないケースも浮き彫りになっている」（厚生労働省資料より）という現状認
識によるものです。それは縦割り行政の弊害を改善しようということでもあり、地域にあ
るさまざまな福祉問題にはまずは相談窓口の一本化から、ということです。またいわゆる
“たらい回し”にされるようなことのない対応（ワンストップの対応）という点で、「総
合相談」への期待があります。
平素より「南部地域包括」「アシスト」をご利用いただいている皆様や関係者へのお知
らせを始めておりますので、3 月末で現在の事務所を閉じ、南部地域福祉センターへの引
越しを予定しておりますことについてご承知くだされば幸いです。

病院の「地域連携室」で
総合病院などに医療ソーシャルワーカーが配置されているのはごく一般的になってい
きました。名称はさまざまですがその部門は例えば「地域連携室」などと称し、患者の医
療機関利用に関する相談に対応しています。障害者支援事業部健康管理センターでは、障
害者支援施設利用者の医療機関受診について、専門医の情報など、頼りになる病院側の窓
口として連携を図っているところです。
障害者支援施設入所者Ａさんのてんかん治療のために地域にあるクリニックを受診し
たところ、「障害が重いので対応できない。当面の薬は処方できるが、本格的な治療は他
の病院をあたってほしい」というものでした。
そこで近隣のてんかんの専門医に関する情報をあたり、Ｓ病院の「地域連携室」に受診
を打診したところ、「一応医師に確認するが、当院は小児が対象なので、成人の障害者は
…」という反応でした。半ばあきらめながら正式な回答を待っていました。Ｓ病院地域連
携室のＲソーシャルワーカーからの回答はこういうものでした。
「当院での受診はやはり無理です。だがＴ病院のＵ先生なら成人のてんかん患者も診て
もらえると思うので、当院（Ｓ病院）から連絡して受診の可否を折り返し連絡します」
結果的にはその紹介先のＴ病院を受診することができました。ここまでのやりとりから
はソーシャルワーカーの誠実な仕事ぶりがうかがえ、「地域連携」にふさわしい対応がな
されていると感じられます。実は愛光健康管理センターの看護師が感動したのは、Ｒソー
シャルワーカーがさらに付け加えた次の一言でした。
「もしＴ病院でも受け入れが難しいということになったら、またご連絡ください」
これは専門職間のやりとりの例です。患者本人、あるいは家族が受診先をあたっている
のを想定しても、まさに“たらい回し”的対応にならされている常日頃、こうした責任あ
る丁寧な対応をする相談専門職もいることを知って、なにやらほっとします。
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●三代目燈台守／2016 年 2 月（№143）

「介護離職ゼロ」政策の不吉なシグナル

その高名な論客は、
「内部留保 3 億円」問
「サービス付き高齢者向け住宅」という。
題を持ち出し、介護報酬引き下げは当然と強
2011 年 10 月に制度化されたバリアフリー対
調した。今年の元日早朝に放送された「朝ま
応の賃貸住宅で、高齢者が安否確認や生活相
で生テレビ」の一場面である。
談などのサービスを受けられる、いわば「新
「逆風は収まっていないな」
型有料老人ホーム」である。もちろんこの分
とつくづく感じた。2016 年の福祉業界気
野は営利企業にも市場開放されている。官製
象予報は、引き続き「波浪警報発令中」と告
介護ビジネスモデルにしては珍しくヒット
げている。
商品になっているらしい。
現政権は社会福祉法人に厳しいと言わざ
サ高住や有料老人ホームなどを展開する
るを得ないのだが、一方で昨年 9 月に打ち出
介護ビジネス業界は、ニチイ学館・ベネッ
した例の「新 3 本の矢」では、その主要な政
セ・メッセージの 3 社が「ビッグ 3」。その
策の柱の 1 つに介護問題が位置づけられて
業界第 3 位のメッセージが損保ジャパン（損
いる。こんな扱いはかつてなかった。すなわ
保ジャパン日本興亜ホールディングス）に身
ち「3 本の矢」とは、
売りすることが決まった。介護離職ゼロ政策
１．GDP600 兆円実現
によってサ高住の整備加速策が打ち出され
２．出生率 1.8％を達成
た最中の出来事である。つまり年間 10 万人
３．介護離職ゼロ
の介護離職者の発生は、企業にとっては中堅
である。安倍首相の「大言壮語」あるいは
幹部が突然消えてしまうことを意味する。離
「実現可能性ゼロ」という冷ややかな観測も
職追放は経済成長をひたすら追求する政権
あるが、好意的に見れば、政権が描く「夢」 にとって重要な施策になり、よって高齢者介
の表現なのだろう。
護の受け皿づくりに乗り出すことになる。
そしてニュースなどで伝えられるように、
有料老人ホーム「アミーユ」を全国展開す
安倍政権は「1 億総活躍」というキャッチ・
るメッセージは、株式会社ではあるがトップ
コピーを盛んにアピールしている。11 月下
は医師。福祉・医療関係者にとっては「身内」
旬には「1 億総活躍社会・緊急対策」を打ち
的な存在であった。それが川崎の入居者転落
出した。「夢」を実現するための当面の目標
死事件を機に業績悪化、今回の買収劇に至っ
ということになろうか。そこでも「『強い経
たという。事情に詳しいジャーナリストはこ
済』に向けた対策」
「出生率アップに向けた
う解説している。
対策」と並んで、
「『介護離職ゼロ』を目指す
「福祉分野が特別な法人をリーダーとする
対策」として、特養の受け入れ枠を 20 年代
時代ではなくなり、一般の住宅・サービス業
初めまでに 50 万人分増やすとしている。
に移行せざるを得ないことを示している」
（浅
川澄一
「
『新３本の矢』
に
『介護離職ゼロ』
が含まれた意味」
）
介護施設や介護職員を増やす政策とは結
構な話だと思いたいところだ。だが政権の目
ここで「特別な法人」と言っているのは社
的は別の所にあるのだ。そして、そこには福
会福祉法人をさしている。介護保険制度によ
祉の大転換になりかねない施策も盛り込ま
って風穴があいたこの世界はいよいよ第 2
れていることに注目すべきである。
ラウンドに入ったらしい。果たして特養や障
ところで皆さんは「サ高住」（さこうじゅう）
害者支援施設という「聖域」はいつまで守ら
と聞いて、意味がすぐおわかりだろうか。な
れるのか。不吉な予兆のような気がする。
んでも省略する今風表現である。正しくは
（法澤 奉典・のりざわ とものり）
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チケット絶賛販売中!! 新垣勉コンサート
春のコンサートの入場チケットを販売しております。お早目にお求めください
ますよう、ご案内申し上げます。
開催期日：2016 年 4 月 17 日（日曜日）
会

場：佐倉市民音楽ホール

開

演：13 時 30 分（開場 13 時 00 分）

料

金：3,000 円（全席自由）

＜チケット販売場所＞
愛の灯台基金事務局

043（484）6391（残数あり）

佐倉市民音楽ホール

043（461）6221（完売御礼）
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