ニュース レ タ ー

事業短信
from AIKOH

2017(平成 29)年 1 月 17 日（火）№133
＜発信者＞社会福祉法人愛光理事長・法澤奉典
043･484･6391（本部）／043･484･6571（理事長室直通）
（URL）http://www.rc-aikoh.or.jp/
（Ｅメール） mail＠rc-aikoh.or.jp

ＣＯＮＴＥＮＴＳ（今月号の内容）
＊ 日 誌 抄 録（１㌻）：（2016 年 12 月 1 日～）
＊ お も な 動 き（２㌻）：
・視障センターの「事業移管」方針を正式に承認
・後援会からの「クリスマス・プレゼント」
・職員状況（2016 年 12 月中）
＊現場の内外で（３㌻）：
・県指導監査結果通知
・老人ホーム入居者と家族と
＊情報＆ニュース（４㌻）：
・「負担増」に募る不安 ほか
＊ マ イ タ ウ ン（５㌻）：
・市議会が指定管理案を否決
＊三代目燈台守（６㌻）：
学ぶべきは「生きざま」ではない

▽日誌抄録（2016.12.1～）
月/日（曜）
12／1（木）
3（土）
5（月）
9（金）
12（月）
13（火）
15（木）
21（水）
23（金）
26（月）
28（木）
1／1（日）
4（水）
9（月）
10（火）
13（金）

記事

2016 年新語・流行語大賞決定、大賞は『神ってる』
理事会・評議員会（千田ホール）
県監査（対象：法人本部、ルミエール、めいわ、リホープ、ワークショップかぶらぎ）
新任職員研修（年度中途採用対象）
運営会議（月次報告：視障センター）
社会福祉法人制度改革説明会（千葉市）
後援会よりベンチ・作品展示ケース贈呈式（本部玄関ホール）

冬至
天皇誕生日
運営会議（本部第 1 会議室）
仕事納め

元旦
仕事始め

成人の日
運営会議（月次報告：視障センター）
法人新年会（千田ホール）
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新年おめでとうございます。
2017 年（平成 29 年）が動きはじめました。穏やかな気候に恵まれた 3 が日でしたが、皆様
にはどのように新年をお迎えでしょうか。

何となく、今年はよい事あるごとし。元日の朝、晴れて風無し。
106 年前の明治 44 年、啄木が迎えた新年の朝も、今年と同様であったようです。どうか、
穏やかな年になりますように。

▽おもな動き
視障センターの「事業移管」方針を正式に承認
社会福祉法人愛光と公益社団法人千葉県視覚障害者福祉協会（伊藤和男会長）は、視覚
障害者総合支援センターちば（千葉点字図書館）の事業移管について協議を進めてきまし
た。昨年 5 月、両法人間で「当事者主体の視覚障害者福祉事業の再構築を（情報提供施設
の経営移管と新たな社会福祉法人設立趣意書）
」が合意され、新法人の在り方や事業移管に
関する協議を重ねてまいりました。受け皿としての「社会福祉法人千葉県視覚障害者福祉
協会」の設立認可申請書を提出するにあたり、1 月 15 日、事業移管と視障センター使用に
関する契約を取り交わしました。これに先立ち、12 月 3 日の理事会において契約書の内容
を検討し、愛光として承認されました。
愛光の設立（1955 年）以来培ってきた視覚障害者福祉のノウハウ、法人設立の原点であ
る視覚障害当事者による福祉運動、その両者を再統合し千葉県における視覚障害者福祉の
拠点を再構築することが今回の合意の趣旨です。新たに設立される社会福祉法人は、愛光
と法人経営、専門職人材の育成、サービス提供などの面で連携・協力関係を維持し、
「福祉
社会への道を照らす愛の灯台」という経営理念を共有しながら、グループ法人としての“協
働の仕組み”を整備することとしています。この新たな取組について、利用者はじめ関係
各方面のご理解とご支援をお願い申し上げます。

後援会からの「クリスマス・プレゼント」
利用者に憩いのひとときを、と後援会（愛の灯台基金）より屋外に設置するベンチ（7 脚）
と、利用者日中活動の成果を展示する陳列ケース（2 基）の寄贈が、このほど後援会（愛の
灯台基金）よりありました。
12 月 15 日、岡田会長山岸副会長が法人本部に来訪され、寄贈品の贈呈式が行われました。
後援会運営委員の皆様や利用者代表も参加、目録とともにベンチ並びに展示ケースの目録
が理事長に手渡されました。
ベンチは本部事業所敷地内遊歩道周辺、はちす苑「はちすガーデン」などに、展示ケー
スは本部玄関入口と南部地域福祉センターロビーにそれぞれ設置しております。折しも後
援会員の皆様からの心のこもったクリスマス・プレゼントになりました。大切に活用させ
ていただきます。ありがとうございました。
■職員状況
＊採用：3（パート 3）
(2016 年 12 月中) ＊退職：2（パート 2）
＊2016 年 12 月 31 日現在：職員現員３７４人
（正職 162／サポート又は常勤嘱託 44／パート又は非常勤嘱託 170）
＊育児休業 2（めいわ 1・ルミエール 1） ＊休職：1
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▽現場の内外で
県指導監査結果通知
12 月 5 日に実施された県の指導監査の結果が、1 月 4 日付けで通知されました。今回の
監査対象は法人本部、ルミエール・めいわ・リホープの各障害者支援施設、ワークショッ
プかぶらぎ（就労継続 B 型事業）の管理運営状況でした。監査当日の講評では改善指導事
項について口頭指導をいただいております。今回文書による指摘があったのは次の点です。
① ワークショップかぶらぎの運営規程変更（サービス対象圏域を市町村名で記載するこ
と：要報告事項）
② ルミエールにおいて、入所者自身の物品購入に際しては施設への委任状を徴すること。
検食の実施時間の適正化。
（報告不要事項）
ガバナンス、コンプライアンス、情報開示など開かれた法人運営をも念頭に置きつつ、
今後も組織運営の適正化に努めてまいります。

老人ホーム入居者とご家族と
施設利用者の家族と言っても、障害者施設では親あるいは兄弟姉妹を意味します。それ
に対して老人ホームにおけるそれは、利用者の子や孫ということになります。
はちす苑では、12 月 18 日、第三者委員を囲んでの「相談会」に 12 名のご家族が出席さ
れ、ホームでの生活上お気づきの点などをお聞かせいただきました。健康と医療、安全衛
生、生活環境などの面では、概ねご満足をいただいているようでしたが、
●入居生活の日常の様子を知りたい。本人からはなかなか聞き出せないので、ケアスタ
ッフや看護師を通じて知る以外方法がないので、IT を活用することなどを含めて検討
してほしい。
●良くやっていただいているが、よりきめこまやかな入居者とスタッフの会話やコミュ
ニケーションを心がけてほしい。
というご要望もいただきました。個々のご家族とのコミュニケーションの充実をはかる
とともに、ホームの様子などを紹介する広報活動、ホームページにホームでの生活や活動
風景を掲載することなどを考えていきたいと思います。
この日、はちす苑では恒例の忘年会を開催しております。この行事には 44 名のご家族が
来苑され、1 年を無事過ごされたことを喜び、お元気に年を越されることを願ってご歓談
いただきました。

とんだ年始の“お客様”
穏やかな気候の年末年始でしたが、新年早々、
“招かれざる客”の来訪を受けたのがルミ
エールでした。70 名余の集団生活と、外部と施設の出入りが避けられない約 40 名のケア
スタッフというリスクを考えれば、この事態は避けきれない面もあります。
新しい年を迎える前日の大みそか、突然忍び込んできたインフルエンザは、まず 2 名の
スタッフを襲いました。元日にはそれが入所者 8 名、スタッフ 2 名に感染拡大。1 月 5 日
までに合計で入所者 13 名、スタッフ 6 名が集団感染するに至りました。幸い重症とみられ
る罹患者はなく、感染拡大を最小限にとどめるための応急措置を講じたため、同一敷地内
の他施設（めいわ、リホープ）からは新たな患者は発生しませんでした。1 月 13 日に至り、
感染は防げたものと判断し、ルミエール施設内への外部からの立ち入りを自粛してもらう
措置などを解除いたしました。
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▽情報＆ニュース
「負担増」に募る不安
政府が推進する「1 億総活躍」から「介護離職ゼロ」へ、それとも関連する「働き方改
革」は、過労死問題と重なるところとなり、また社会保障財源の膨張は現役世代の将来に
影響する年金制度にも不安な影を落とす。「75 歳以上が高齢者」という老年学会の新たな
定義の提案も、アンチ・エイジングを自認する世代にさえなんだか複雑な反応です。予算
編成方針が固まるこの時期、暮れから新年にかけてのこれらの話題は、根っこでつながっ
ていて、これからの日本の社会のあり方を考えさせられます。
“バラ色”とまではいかなく
ても、
“さくら色”くらいの未来にしていくためには、ある程度の負担増や介護サービスの
縮小もやむをえないのでしょうか。
今年の通常国会で介護保険法の改正案が審議されることは既に決まっています。2018 年
度からの介護報酬改定に向けて、ということになりますが、その前触れのような介護費抑
制方針が厚労省の審議会の意見書として、12 月中旬に示されています。
○所得が高い高齢者の利用者負担を 2 割から 3 割に引き上げる
○中間所得層の月額負担上限額を引き上げる
というのがその骨子です。介護保険制度発足時の大原則だった「1 割負担」が崩れたの
が 2015 年夏。
「応能負担」とはいえ、なし崩し的に負担増が拡大することは、制度そのも
のへの不信感になりかねません。介護と医療が一体のものととらえることは既に常識です。
当然のように、一方で医療費の負担増も着々と進んでいます。高齢者は支えられる側、現
役世代は支える側、という固定観念は過去のこと。少子高齢化の状況下ではこれもやむを
えないと、あきらめ顔の高齢者も多いと思います。しかし、負担増と一緒に高齢期に必要
な介護サービスまでも抑制されるのではないかとの懸念も消えません。
振り返れば、今から 44 年前の 1973 年は「福祉元年」と宣言され、70 歳以上の高齢者医
療の無料化が実施されました。それはその年秋の石油ショックで束の間の夢に終わり、そ
の後は「福祉見直し」が今日まで続いています。経済が低迷して税収減になったからと、
まるで政治の責任ではないかのように言われても、
「はい。そうですね」と納得する国民は
どれくらいいらっしゃるでしょうか。

この数字、健全な“競い合い”の結果か
ホームヘルプサービス、デイサービスなど在宅介護サービス分野の“市場開放”から 17
年。需要の拡大に対して、規制緩和によって新たな成長産業としての注目も集めてきまし
た。中小の民間会社、NPO、生協、農協などが介護事業に参入していることは広く知られ
ているところです。
信用調査会社の東京商工リサーチが 1 月 11 日、「2016 年 1～12 月の介護事業者の倒産が
108 件に上り、過去最多になった」と発表しました。ちなみに前年の 2015 年の年間倒産件
数は 6 件でした。その原因を分析して、2015 年の介護報酬引き下げに加え、人手不足によ
る資金の高騰が大きな理由だとしています。
108 件の倒産事業者の内訳を見ますと、訪問介護（ホームヘルプサービス）が最多の 48
件、デイサービスなど 38 件、有料老人ホーム 11 件、特別養護老人ホームも 1 件あったと
されています。
倒産した介護事業者は、資金力の点で不利な小規模事業者がほとんどを占めるとされて
いますが、この傾向がこれ以上深刻化しないことを願います。

-4-

▽マイタウン
市議会が指定管理案否決
少々ショッキングな見出しですが、12 月 13 日朝刊はこう報じています。ほかならぬ佐
倉市議会総務常任委員会での出来事です。
佐倉市の指定管理事業と言えば、当法人でも先頃「佐倉市よもぎの園」について指定継
続手続きを申請し、審査委員会において無事に選任されたところです。従来市の直営事業
として運営されていたものを、公募による審査で管理者を選任し、選任された事業者は市
議会での承認を経て期間を定めて市と事業者の間で契約に基づき管理業務を行います。社
会福祉法人愛光は、
「佐倉市よもぎの園」のほか、「佐倉市南部児童センター及び 7 学童保
育所」、「佐倉市南部地域福祉センター」の 3 件の指定管理者として公の施設の管理運営を
委託されています。それゆえにこの新聞記事には無関心ではいられないところです。
報道によりますと、佐倉市議会の総務常任委員会は 12 月 12 日、市が提案した市民公益
活動サポートセンターと志津コミュニティセンターの 2017 年 4 月からの指定管理者 2 議案
について、ともに賛成なしで否決したと伝えています。
この記事で特に注目したいのは、
「志津コミセン」指定管理案否決の理由です。「別の指
定管理者が運営する児童センターの契約期間が切れる 2 年後に一体管理を始めるとして、
公募をせず 2 年契約として指定する内容だったが、委員からは学童保育機能を持つ児童セ
ンターは直営にすべきだとの意見」が出たとされている点です。
「学童保育機能を持つ児童
センター」とは南部児童センターも同様です。近年、公立の保育所や学童保育所が指定管
理化されているのは全国的な傾向です。しかし保護者の一部を中心に、「指定管理化反対」
運動が根強く続けられていることも知られています。その運動を推進するある団体（学童
保育連絡協議会）は、指定管理者制度の問題点を次のように指摘しています。
指定管理者制度の最大の問題点は、指定期間が限られていることです。次回も受託でき
るかという見通しが全く立たないために、指導員は有期雇用の非正規職員しか雇用できな
い、次の受託を受けるために行政に意見が言えない、これまでより少ない受託料で応募し
なければ次回は指定されないのではないかと苦しんでいる事例も少なくありません。これ
まで引き継がれてきた「行政と二人三脚でよりよい学童保育をつくっていく」という関係
が壊れ、ひたすら次の受託をめざして行政の言うがままになり、子どもたちのためにより
よい学童保育づくりに取り組めないと悲鳴を上げている地域もあります。
（同会ブログよ
り）
子どもを学童保育に託する保護者の立場からは、こうした主張があることも理解できま
す。子どもたちの毎日の安全・安心な生活の保障は、
「継続性・安定性」が担保されてこそ
です。ただそれが「直営方式」でなければならないかどうかは別問題のような気がします。
公立公営がいいか指定管理者制度がいいか、その選択権は住民自身にあります。われわれ
は、社会福祉法人が担うのがふさわしいと判断し指定管理者の公募に応募しました。児童
センターや学童保育所運営の責任の重さ、業務の専門性の高さを実感し、課題に取り組み
つつ、法人事業の構成要素として今後も位置づけていこうとしています。
指定管理制度自体の改善と、
「監視」役の行政や地域住民の公正・適正な見守りと助言や
提言、受託事業者の専門性やサービスの質、ガバナンス向上の努力などが相まって、地域
社会の子育てや児童の健全育成が図られるものと信じております
われわれとしても、南部児童センターと 7 学童保育所の 2 年後の契約更新（公募）に向
けて、市議会関係者の理解を得る活動も必要だと考えています。
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●三代目燈台守／2017 年 1 月（№154）

学ぶべきは「生きざま」ではない

褒め言葉として、
「あの人の見事な生きざ
まは…」などと言う。ところが本来そういう
言い方はなかったのだそうだ。昔からあった
のは「死にざま」のほうだった。作家の遠藤
周作がこのように書いている。
「私の知る限り『死にざま』という言葉は
昔あったが、
『生きざま』という言葉は日本
語になかったと思う。だから、
『生きざま』
なる言葉をテレビで聞くとオヤッと思う。そ
してやがて『生きざま』という美しくない日
本語が新しい国語辞典に掲載されることを
憂えてしまう。そんな言葉は美しくないから
だ」（『花時計 変わるものと変わらぬもの』文藝春秋）
遠藤周作が危惧したとおり、今や国語辞典
に「生きざま」は堂々と載っている。彼の言
うとおり、その言葉は「1965 年ごろから広
まった語」と解説されている（岩波国語辞典）。
「いかに生きるべきか」とは言う。しかし
「いかに死ぬべきか」とはあまり言わない。
ただ「死にざま」という人生観は、古来仏教
やキリスト教の教えにあった。ということは、
今や日本人の生活から宗教が遠い存在にな
ってしまった結果、
「死にざま」を軽んずる
ことになったのだろうか。
山田風太郎（やまだ・ふうたろう）の『人間臨
終図巻』
（1986 年、徳間書店）という本があ
る。収録されているのは古今東西 923 人の
“死にざまコレクション”だ。著者自選の文
学者・政治家・軍人・学者・芸術家・芸能人・
犯罪者…と、あらゆるジャンルの著名人をカ
バーしている。9 割は私も知っている人びと
だった。まるで眠るように迎える安らかな最
期もあれば、七転八倒の果てにその苦痛から
やっと解放されるような臨終もある。立派な
業績を遺し尊敬された人は大往生を遂げ、人
びとに災いをもたらした者は天罰が当たっ
たように苦悶の果てに死んでいくかといえ
ば、必ずしもそうはならない。予定調和の終
末など、人の一生にはありえない。
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もっとも「死にざま」というと臨終の様子
を指すだけではない。宗教的な意味で「いか
に死すべきか」というときは、人生の全体、
いかに生を全うしたかを指してそう言って
いると思う。そうしてみると、その一部、あ
るいは一局面を切り取って評価するような
「生きざま」なる言葉は、やはり美しくない。
新聞では著名人の訃報が三面の片隅に、業
績や死因、享年などとともに数行で掲載され
ている。英語で死亡記事を obituary（オビチュ
アリー）というのだそうだ。しかし、日本の新
聞の死亡記事と欧米風の obituary とは大き
く違うとされる。本場の obituary はこのよ
うに書かれる。
「ピアニスト・中村紘子は、日本クラシッ
ク界を背負って世界で活躍するとともに、す
ぐれたエッセイを遺した。1963（昭和 38）
年、米ジュリアード音楽院に留学。ロジー
ナ・レビン教授は中村の演奏を聴くと、『な
んてすばらしい才能』と褒め讃えた後、『で
もその弾き方は基礎から直しましょうね』と
付け加えた。日本国内での賞を総なめにして
いた 18 歳の中村は愕然とした。…『嵐のよ
うな』と評されたように、常に激しい情熱を
秘めて演奏し、よりすばらしい音を追求した。
亡くなる前日、誕生日を夫と祝った際にも、
さらに音楽性を高める新しい奏法について
語っていた。7 月 26 日没。大腸がん。72 歳」
（『文藝春秋』2016 年 10 月号「蓋棺録」より）

ここでは「生の完結」の姿が、故人への深
い敬意を込めた鎮魂のメッセージとして、確
かな筆力で語られている。またそこでは彼女
が人びとからいかに称賛され、愛されたかと
いうことと同時に、若いころ味わった挫折感
や、病を得て穏やかでなかったであろう晩年
についても、簡潔にさりげなく記されている。
そこには、読み応えのある長編の人物伝とは
また違った味わいと感動がある。
（法澤 奉典・のりざわ とものり）

