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理事長

渡 邉　和 美

  平成27年度の介護報酬の改定が行われ、改定率はマイナス2.27％とされました。依田

窪福祉会の運営について多大な影響を受ける年となることは確実で、今から心配してい

るところでございます。

　この改定は３年ごとに行われ、介護保険制度の発足以降５度の改定が行われました

が、その内平成21年度の改定を除いた４度の改定ではすべて実質マイナス改定となりま

した。とりわけ、依田窪福祉会の主事業であります特別養護老人ホーム｢ともしび｣にお

いては相当に厳しい改定内容となり、約12%のマイナス改定となっております。

　その背景には、昨年の6月に閣議決定された安倍内閣の「骨太方針」で示された社会

福祉法人に対する民間事業者とのイコールフッティングの確立と特養に巨額の内部留保

があるとされ適正化が求められた経過があります。端的にいえば「社会福祉法人は優遇

され過ぎ、特養は儲け過ぎ、貯め過ぎ」と一方的に判断を下したわけです。しかし、内

部留保は事業規模、地域の特性等により事業者間に大きな差があるにも拘わらず、平均

値によって一律に結論づけられてしまいました。実際、依田窪福祉会の内部留保は全国

特養の平均とされている額の三分の一にも満たない額ですし、依田窪福祉会の設立当初

の理念を追求するために必要な財源を確保するものであると同時に、質の高いサービス

を効率的・効果的に提供する体制をつくっていくためのものとして捉えれば、決して多

いと判断されるような額ではありませんし、むしろ少額であると言わざるを得ません。

　その他小規模デイサービスの｢鳥屋｣と｢上本入｣については平均でマイナス9.24%、通

常規模デイサービスの｢長門｣と｢和田｣についても平均でマイナス5%の減額報酬改定と

なっている状況にあります。

　このようなことから、ご利用者、ご家族、職員をはじめ、依田窪福祉会にかかわるす

べての方にとって、ますます厳しい状況となることが予想されますが、私たちは、福祉

に携わる者へ与えられた使命と役割を見失うことなく、信念と強さをもって前に進んで

行きます。

　役員、職員一丸となり精一杯がんばってまいりますので、皆さまには一層のご理解と

ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

厳しさ増す
社会福祉施設事業運営
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武武 石石
Takeshi Area

はまち解体ショー　頭を近くで見てびっくり

目の前で すしを握ってもらいました

　厚生労働省は今年１月に、『認知症施策推進総合戦略

～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～』

（新オレンジプラン）を発表しました。

　高齢化が進むなか認知症の人は現在よりもさらに増

加が見込まれており、10 年後の 2025 年には全国で

700 万人前後になると見込まれています。これは、65

歳以上の高齢者に対する割合が約５人に１人となる見

込みだということです。認知症になったから施設へ入っ

てもらおう、ということでは施設はいくらあっても足

りません。社会全体で認知症の人を支え、認知症の人

も住み慣れた地域で暮らし続けることができる。この

ことに、今年度、ともしびでも力を注いでいきたいと

考え事業計画に盛り込みました。

　国の新オレンジプランにも示されるように、認知症

に関する正しい知識と理解を持って、地域や職場で認

知症の人やその家族を手助けする『認知症サポーター』

となる人の養成を行っていきたいと思います。施設で

は職員が、日々、高齢者と接し生活のお世話をさせて

いただいています。地域の方の認知症サポーター養成

特別養護老人ホーム　ともしび

新 年 度 に 向 け て

3月 すしイベントやりました

武武 石石 拠点拠点
Takeshi Area

に、施設での経験を活かすことができるのではないか。

また、職員自身も認知症の人の視点に立った介護がで

きるよう、さらに学んでいくことが大切だと考えます。

　ショートステイをご利用のAさん。夕方になると「家

へ帰らなくては。」と玄関前を行ったり来たりしておら

れます。A さんは子どもが帰ってくる時間だからご飯

用意に帰らなくては、と思っておられるようです。子

どもさんは既に成人しておられますが、A さんが覚え

ている子どもさんはきっと小学生くらいなのでしょう。

周りの人がそのように理解すれば、A さんが言ったり

やったりしている事はごく当たり前のことになります。

　地域の方のなかには、すでに認知症サポーターをお

持ちの方もいらっしゃると思います。さらにオレンジ

リング（認知症サポーター研修を受けるともらえます。）

の輪を広げ、認知症への

理解を深めていくため

に、ともしびも皆様と

いっしょに活動をして参

りたいと思います。
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新年度に向けて

武武 石石 拠点拠点
Takeshi Area

　初めて訪問介護をご利用されるご利用者は
きっと不安も多いと思われます。最初の頃
は、戸惑いや遠慮もおありだと思われます。
利用の初めはご利用者との関係づくりも大切
にしたいと思います。ゆっくりと関わりを持
てるように心がけております。
　「いままで自分でやっていたことが容易に
できなくなってしまった」とか「話し相手が
いなくて淋しい」。そんなご利用者の思いに

寄り添いながら、私たちヘルパーは初心を忘
れず、１日でも長く在宅での生活が続けられ
るようにお手伝い
していきたいと思
います。 

ヘルパーステーションこすもす

　４月 7 日には、音楽村まで水仙を見に行ってき
ました。利用者さんからは「とっても綺麗だった。
行くことができてよかった」と喜びの声が聞かれま
した。外出する機会を増やして、季節を感じられる
ようにしていきたいと思っています。
　４月より食事作りを再開しました。いままでやっ
てきた食事を受け取りに行くことがなくなって残
念、との声も利用者さんから聞かれました。
　地域の方との交流も大切にして行きたいと思って
います。例年行われている交流会は、今年も行う予
定です。多くの地域の方にデイサービスに来ていた
だけるように機会をつ
くっていきます。地域
の方々に支えられ、「デ
イサービスセンター上
本入を利用してよかっ
た」と感じていただけ
るように、努めてまい
ります。

地域で暮らすお手伝いをします

「今日も楽しかった」・・・の言葉に支えられ
　「ここに来ると、いろいろな話を聞いて、好きな
事言って笑って、こんないいとこないわ」とデイ
サービスを始められたばかりの方がおっしゃって
くださいました。
　新年度を迎え、職員も気持ちを新たに、「今日は
どんなことがあるのかな」と期待してご利用して
くださる方のひとりひとりに向き合い、何を求め
ていらっしゃっているか、感じ取りながら、求めら
れていることに応え寄り添える介護を目指します。
今日たくさん笑ったね、楽しかったね・・・その
言葉に支えられながらサービスの向上に努めてま
いります。
　デイサービス鳥屋の廊下に長年掲示されている、
ある小学生の文です。
すてきな言葉

「ありがとう」って言われるととてもうれしくなる。

「さよなら」って言われるとちょっぴりさみしくなる。
「楽しみだね」って言われるとわくわくしてくる。
「がんばろうね」って言われると勇気がわいてくる。
「やったー」って言われるとまたがんばろうねと思う。
「また明日」って言われると明日がとても楽しみに
なる。
こんなすてきな言葉がいっぱいある。

　すてきな言葉がたくさん飛び交うデイサービス
でありたいと思います。

　今年度は介護保険の改正がありました。ご利用者の利用料金も変更になります。８月にも

一部が変更になります。ご利用者にわかりやすくお伝えしていくようにしております。疑問

に思うところはお気軽にケアマネジャーにお尋ねください。

　新人職員１名が加わり、新体制でのスタートを切った居宅介護支援事業所です。これから

も、皆様の自分らしい生活が続けられるよ

うにお手伝いさせていただきたいと考えて

います。宜しくお願いいたします。

新体制でお手伝いします

デイサービスセンター 入本上デイサービスセンター鳥屋

新 年 度 に 向 け て

音楽村の水仙　春を見に行く外出で笑顔いっぱい
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デイサービスセンター和田デイサービスセンター和田
デイサービスの役割を
改めて考える

観桜会＆三味線生演奏

　平成 27 年 4 月から介護報酬の単価が変わりました。今

回の介護報酬の改定では、重度の介護者を多く受け入れ

ている事業所、また介護福祉士が多くいる事業所などは加

算が増える形となりました。より専門性が問われている改定だと感じています。

　また、利用料金も変更され、デイサービスの利用時間を長くしても今までとそれほど利用料金は変わら

なくなりました。一人暮らしの方や、お仕事をされているご家族にとりましては帰りが遅くなる場合にご利

用時間を長くすることもできるようになりました。入所施設に申し込みしてもなかなか入所ができない今、

地域での生活を継続できるよう求められているのだと思います。

　そんな中、長門拠点では古町地域の方に今後の福祉に関するアンケートを実施しました。今回、区長

様にアンケート配布の協力をしていただきましたが、改めて地域の方との関わりも今まで少なかったと思い

ました。

　アンケートの回答では、「各事業所がどのような事業を行っているのかわからない」と答える方が多く、

また福祉サービスを利用する場合も、「自分や身内で使うようにならないとどのようなサービスがよいのか

考えない」という回答が多かったです。

　今回のアンケートの結果を踏まえ、今後地域での福祉サロンや福祉に関する講座を開催し、事業者と地

域の方が顔見知りになることができ、福祉に関する興味が増え、地域と事業者が協力し合える、住みやす

い地域にできたらと思います。

デイサービスセンター長

門では、春の味を感じ

ることができました。

職員の家でとれた「ふ

きのとう」をご利用者に切っていただき「ふき味噌」

を作りました。

さすがに、包丁使いはお手のもので、ふきのとう

を山盛りに切って下さいました。お昼に皆でいた

だきました。

ふき味噌を久しぶりに食べる方もいらっしゃり、

「おいしいね」「ご飯何杯でもいけちゃうね」なん

て言葉も聞く事ができました。

春の味覚

新 年 度 を 迎 え て長長 和和 拠点拠点
Nagawa Area

　厚生労働省では、１０年後の２０２５年には、６５歳以上の高齢者に占める認知症の人の割合は５人に１人に

上ると推計しています。今、福祉の方向性は特別養護老人ホームなどのように施設へ入居するということでは

なく、住み慣れた地域でいかに自分らしく暮らし続けるかということです。「認知症になっても暮らしやすい地

域づくり」が課題であり、デイサービスセンター等の在宅介護を支える事業所に求められていることでもありま

す。

　現在、長和町内には５つの依田窪福祉会の事業所があります。各事業所の登録利用者数を合わせると１７０

名～１８０名になります。この中で、認知症を専門としたサービスは、認知症高齢者が暮らす「グループホー

ム和田」と、同じ事業所内で通いのサービスを提供している「橋場なごみや」だけです。グループホームの入

居定員は８名、橋場なごみやの１日当りの利用定員は３名です。

　このような現状から、今後は認知症を専門としたデイサービスの必要性が高まると考えており、専門性の高

い研修の受講や内部での学習の機会を設けていくことを計画しています。

　また、地域での活動として、昨年度、私たちは長和町

内の５つの事業所で連携し、長和町のご協力の下、「認

知症サポーター養成講座」を行ないました。認知症サポー

ターとは、認知症について理解し、地域で暮らす認知症

の人やその家族を応援する人のことです。昨年度は、長

和郵便局や長和町の職員の皆さん、商工会、傾聴ボラン

ティアの皆さんなど、延べ８０名の方に受講していただき、

地域の認知症サポーターになっていただくことができまし

た。今年度についても講座の開催を予定しており、より多

くの方に認知症サポーターになっていただきたいと考えて

います。

　デイサービスの 2 階から桜を観ながら三味

線の生演奏を楽しみました ヾ (o´∀｀o)ﾉ

　利用者の皆さんがカラオケで歌っている曲な

ども演奏してくださり、一緒に歌って参加させ

ていただきました。

　依田窪福祉会のホームページにも花見の様

子が載っています。よろしければご覧下さい。

認知症になっても暮らしやすい地域づくり
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Nagawa Area
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グループホーム和田
デイサービスセンター橋場なごみや

年 を と っ て も 生 き 生 き と

新 年 度 に 向 け て 長長 和和 拠点拠点
Nagawa Area

ごはんの時間
　ようやく差し込む日差しも春めいてきました。「寒い寒い！」
のあいさつから「今日は暖かいねぇ」といった会話が行き交
うようになったグループホーム和田です。
　寒かった冬もご利用者が風邪をひくこともなく元気に過ご
されたことは、私たちにとっては何よりなことです。
　とはいえ、利用者さんの高齢化や介護度が年々高くなりつ
つあり、緊急時の対応や看取りケアはとても大切な位置づけ
となっています。「○○さんの右臀部、皮むけできています」「○
○さん、夕方から 37.8℃あるので様子みてください」・・・
申し送りでの体調確認です。

　グループホーム和田では看護師が常駐していないため、簡
単な処置は職員が行います。不安な時や緊急時は訪問看護ス
テーションと連絡をとって様子を伝えて指示を受けています。
　ご利用者本人やご家族に安心して過ごしていただけるよう、
今年度は依田窪病院との連携を一層強め、知識を深めるため
の研修や勉強会に取り組んでいきたいと思います。

人気メニュー「えび玉丼」誕生秘話

　毎年恒例のデイサービスセンター長久保味噌
仕入れを、5月13日に行いました。
天気予報は雨マークでしたが、前日に願いをこめ
てテルテル坊主を作り、当日は快晴！
　かまどの火の焚き方、大豆の煮え按配、つぶ
し方、麹の混ぜ方等、利用者の方々に一つ一つ
教えていただき、貴重な体験が出来ました。利用
者の方々は、この味噌で作る味噌汁を楽しみに
されています。

　「水が出ません！」
　真冬の寒さ厳しい朝でした。原因は町内の水道
管凍結による破損。デイの水道はラインが２本あ
り、幸いにも厨房のみの断水でしたが、さて、困った。
　「デイの昼食とあやちゃん弁当、作れません！」
ここから、ピンチ切り抜け作戦の開始。調理員さ
んたちは、食材と鍋を抱えて、ともしびとデイ長
門の厨房に急ぎ向かい、ともしびで［あやちゃん
弁当］、デイ長門で［デイ長門］の調理に入りました。
けれど、どう努力しても［デイ和田］までは無理。
ここで発想の転換をして［○っか○っか弁当］の
利用を決めました。選んだメニューが「えび玉丼」。
肉や魚は嗜好的に好き嫌いが分かれますが、えび
は皆さんが大丈夫。そして丼なら食べやすい。具

沢山のみそ汁をカセットコンロで、災害時の炊き
出しのように用意しました。
　えび玉丼もみそ汁も大好評で、ピンチの完璧な
切り抜けが大成功。
　そこで、ご利用者から、満腹ご満足の名言をい
ただきました。
　「えび玉丼、これからも出してくれやぁ」

　昨年 9 月からお母さんと一緒に時々来てくれている、デイ長久
保の大切な一員が 1 歳を迎えました。
　9 月当初は 6ヶ月。まだまだ小さく、ご利用者の腕の中でタン
ポポみたいに微笑んでいました。それが今では一生懸命にデイサー
ビスの中を歩いて、やわらかい笑顔の綿毛をたくさん飛ばしてく
れています。
　「子供の声っていいね」「あ！あっち行ったよ」「こっちおいで」ご
利用者の皆さんが成長を祝い、これからを見守っていらっしゃいます。

♪1歳になったよ♪

　丸子音楽村へ水仙見物に出かけて来ました。
見事1面が黄色！風は少し冷たかったですが、「きれいだね」「すごいね」
「いい時来たね」皆さん喜ばれていました。
　ゆっくりと、でも確実にめぐる季節をこうやってご利用者の方と感じ
られることが幸せです。
　新年度。ご利用者から笑顔になれるヒントをいただきながら、その
日その日が想い出になれるように私達職員も共に歩いてまいります。

そして新たな春

長 久 保デイサービスセンター

　大門の家で行われた防災訓練について紹介します。

　今回の防災訓練では、地域の皆さんにもお願いし、一緒に訓練に参加していただきました。

　訓練の内容としては、火災発生時の避難誘導、消防署への通報訓練、消火器の使用方法講習会を

行いました。

　訓練終了後に行った反省会では、ご参加いただいた地域の皆さんからも訓練方法や設備面、夜間

の対応などたくさんの貴重な意見をいただくこともできました。今後の活動に十分に活かしていき

たいと思います。

　新年度を迎え、介護保険が改正され

た中で、地域と事業所、関係職種との

より一層の連携が重要視されています。

大門の家としてもこれまで以上の地域

との繋がりを目指し、今年度も頑張っ

ていきたいと思います。

大門の家

地域と共に

今日も笑顔で

訪問看護ステーション職員の方を
招いての勉強会

皆さんの笑顔を守ります

年の差は、99歳!!

水仙見事だね
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ご寄附ありがとうございました。

その他2名の方より、寄附をいただきました。

平成27年2月4日
●介護用車椅子 1台／森田　武雄様

平成27年3月2日
●100,000円／小林　美智子様 ・ 宮坂　保子様

新人研修を行いました。

3月28日～3月30日の2泊3日で

三法人合同の研修会を行いました。最初は

緊張した面持ちの新人でしたが、最終日には

「これから頑張るぞ」という顔になっていま

した。それぞれの職場に配属になっています

ので、どうぞよろしくお願いします。

新人研修

表紙の写真
ともしび ご利用者。

七ケ公民館のしだれ桜を

家族と一緒に

見に行きました。


