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通勤のときは、いつも車で CDをかけながら歌っています。ここ1 年ぐらいはずっと、コレサワ
という女性シンガーソングライターの曲。独特な場面の切り取り方が魅力的で、自分自身をよく
理解している主人公の曲が多いのも推しポイントです。もともと歌うことが大好きで、大学時代
はアカペラサークルの活動に夢中でした。大会に出たり、遠征したり、楽譜を作ったり、動画
編集したり、ハードに楽しくやってましたね。だからコロナ禍でなかなかカラオケに行けなくて寂
しい……。絵を描くのも好きです。何時間も費やしてしまうので、たまにしか描けませんが（笑）。
年末年始は、利用者さんの年賀状づくりをお手伝いして、自分の絵も載せてもらえました。
ユニット勤務では、ユニーク服を着るようにしています。アニメキャラやお菓子のロゴがプリン
トされたもの。気分が少し上がるので（笑）。ポッキーのＴシャツは、利用者さんが気づいて声
ことも大きいかもしれません。子どもの頃から両親が共働きで、祖母に育ててもらったような感
覚があるんです。毎日ご飯をつくってくれて、ときどき叱られて（笑）。家事も畑仕事もなんでも
できる強い人で、感謝と尊敬でいっぱい。いまも一緒に暮らしていて、なにかと心配をかけてい
ます（笑）。庭や畑はぜんぶ祖母に任せっきりです。春はお花がきれいで、今年はおいしいア
スパラがよく取れました。祖母の影響もあって、利用者さんには、時代の荒波を乗り越えてき
た大先輩への尊敬の気持ちが大きいし、昔話を聞くのも好きです。特に入浴介助のときは、
いろんな話をしてくれるので、知らなかった一面に触れられてうれしいですね。

入浴介助

を掛けてくれることもあります。高齢の方とのかかわりが楽しいのは、私が おばあちゃん子 な
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酔った勢いでケアの世界へ

「男性の支援者が増えてほしい！」

よ し あ き

じゅん いち

看護師の土居義明さん

関根淳市さんご家族インタビュー

「杜の家やしお」の看護チームに所属する土居義明さん（40 歳）は、

18 時30分。玄関から外をうかがう淳市さん（25 歳）に、母親の

毎朝、自転車に2 人の子どもを乗せてさっそうと出勤する。2020 年

弘美さんが「バイトに行ったよ。自転車で」と声を掛けた。
「今日は

7月に入職し、あっという間に1年がたったと話す。

弟がバイトだから、ちゃんと行ったか外を確認してるんですよ」と弘

高校を辞めてからは とび職 として働いたが、世の中で介護職が

美さんは笑った。

不足している状況を知り、一念発起。
「飲みながら友だちに相談して、

淳市さんは、両親と弟の 4人暮らし。
「福祉楽団 地域ケアよしか

朝方に『介護をやる！』って決めたと思うんです。だけど今思えば、

わ」の利用開始は、特別支援学校の高等部の頃だ。
「てんかんの発

相談した友だちは誰も介護をやっていなかったんですよね」と笑う。

作があるんです。入浴中に発作で亡くなった先輩の話を聞いて、入

はじめは介護に関する資格が無く、試行錯誤をしながら仕事に勤

浴中は目を離せなかった。でも、思春期になり、私と入るのを嫌が

しんでいた。ある日の夜勤で入居者が転倒して出血してしまい、どう

る素振りが出て、入浴介助ができる男性ヘルパーを探していたら、

したらよいかわからず、あたふたしてしまった。そのとき「自分が看護

吉川市の障害福祉課から紹介されたんです」
。今は週 2 回利用して、

師だったら、その場で何かできたのではないか」と思い、その道を目

入浴している。

指すことにした。資格取得後、病院や訪問入浴などさまざまなサー

淳市さんは知的障害を伴う自閉症で、会話は単語でおこなう。環

ビスで、看護師としての経験を重ねてきた。しかしどの職場も、昔な

境への不適合が、拒食や他害となって現れる行動障害もある。
「幼

がらのルールやしがらみが多く、何となく働きにくかった。福祉楽団

児期は淳市が何を伝えたいのか分からなくて、毎日傷だらけだっ

は自由な風土と専門職間の壁のなさを感じ、面接のときに「ここ

た」と振り返る。いろいろな人とかかわれるようになって欲しくて、

だ！」と思った。

よいと聞いたものはすべて体験させようとした時期もあったが、他の

心配性で責任感の強い土居さんは、入職当初はなかなか周りに相

人によい事が彼にとってよいわけじゃないと気づいた。
「今は、淳市

談できなかった。
「最近になりやっと腹を割って話せるようになった。

が信じられる人とかかわれたらいいと思うようになった。彼、結構人

変なプライドがあったんだと思いますよ。一人で突っ走っちゃうことも

を見る目があって、信頼すると会話で名前が出てくるから分かる。ガ

あって、周りが止めてくれたり」と振り返る。
「甘えていた部分もあり、

クダンの職員さんの名前は言いますけど、誰でもじゃないんです」
。

周りに頼ってばかりだった気がします。これからは頼られる存在にな

「親にとってはいつまでも子どもだけど、弟の心配ができる一人の

りたい。まだまだ自分にできることがあるので、知識を増やしてさら

成人男性です。地

に業務の幅を広げたい」と、目標を語っていた。

域に男性の支援者

土居さんを見ていると、当事者の 生活 に目を向けた看護ができ

がもっと増えてほ

る人だと感じていた。それは、これまでの経験やさまざまな気づきが

しい！」。弘美さん

関係していたことを知り、あらためて頼もしい存在だと感じた。

の 切 なる願 い に、
私たちも応えてい
きたい。

text :

杜の家やしお
阿部 恵祐

男性職員と入浴中にコミュニケーションをとる淳市さん

text :

福祉楽団 地域ケアよしかわ
中村 麻里

BENEFIT

介護職員等の処遇改善

福祉楽団の介護職員の初任給（大卒）と資格手当（介護福祉士）の推移

月額約 5,000 円の賃上げ

（万円）
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国は、2021 年 9月に、経済対策として「介護職員、障害福祉職
員、保育士等の収入を3%（月額 9,000 円）引き上げる」と発表し、
2022 年 2月から補助金の交付が開始されています。各サービス毎
に補助金の交付率が定められていて、介護報酬等の総額に交付率
を乗じた金額が交付されます。この補助金は、2022 年 9月までの
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措置となっていますが、国は「10月以降も賃上げのための措置を講

と説明していましたが、社会保険料の事業者負担分なども含むため、

ずる」と説明しています。

どうやって計算しても「月額 9,000 円」にはなりません。

この「処遇改善補助金」について国から最初の通知があったのは、

この「処遇改善補助金」のほかに、介護職員等の処遇改善等の

1月26日。制度開始まで1 週間を切るなかで、福祉楽団では 2月か

制度はすでに 2 つあり、福祉楽団では、すべてを算定していること

ら処遇改善が実施できるように大至急の対応をしました。2月と3月

になります。3 つの制度による処遇改善は、書類や計算式などが煩

は、就業規則等の改定が間に合わないことから、一時金等による

雑で事務量の増加が懸念されます。今後予定されている制度改正で

対応が認められていましたが、4月からは、
「補助金の 3 分の 2 以上

は、処遇改善の加算等は本体報酬に組み込むなど、シンプルで使

をベースアップ等に充てる」ことが条件になっているため、福祉楽団

いやすい制度にしてもらいたいです。そして、介護職員がその能力

では、ケア職に対して1 時間当り30 円（常勤月額換算で 5,000 〜

に応じて正当に評価され、さらなる賃上げにつなげられるよう現場の

「2022 年処遇改善手当」として支給することとしま
5,500 円）を、

声を国に発信していきます。

した。これで、もし補助金の残額が発生した場合は、その額を一

text :

ケアチーム
上野 興治

時金として支給します。なお、国は当初「月額 9,000 円の賃上げ」
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ACTION

香取市の赤ちゃんに

ヤマト福祉財団の助成決定！

木の玩具を贈る取り組み

新型トラクターを導入しました

わっこ

「栗源第一薪炭供給所」
（1 K）では、
「森の輪」という赤ちゃんの玩

宅急便でおなじみの「ヤ

具の製造をはじめました。
「森の輪」は地元の香取市と連携、協力の

マト運輸」を母体とする「ヤ

もと、香取のスギを使用し、障害者施設で玩具に加工し、香取市

マト福 祉 財団」から、農 福

の新生児に配布されています。1 Kでは、2021 年から木工をはじ

連携に使用する農業機械の

め、赤ちゃんが口にいれたときの安全性も外部の試験センターで確

購入資金として500万円の

認しています。地

助成決定をいただきました。

元の森林を身近に

福祉楽団では、近隣の農家

感じてもらうこと

から譲り受けた1999 年製の 18 馬力のトラクターを使用していましたが、

が目的です。この

この助成によりヤンマーの 57 馬力の最新型のトラクターを導入しました。
作業時間は大幅に短縮され、安全性も高くなっています。自動水平機能が

取り組みは全国 19

あるので、畑の仕上がりがきれいになります。また、肥料散布機も同時

の自治体で実施さ

に導入しますので、肥料散布の手間も大幅に軽減され、土づくりにも効率

れていますが、関

的に取り組むことができます。福祉楽団で耕作している畑は、2021 年度

東地域では初めて

は 2ヘクタールでしたが、2025 年度には6 ヘクタールにまで拡大したいと

の取り組みです。

考えています。地域の遊休農地を耕し、美しい風景を保全できるように取
り組みます。そして自信をもって販売できるおいしいサツマイモが栽培でき
text :

栗源事業部
照井 大

るように技術を高めてまいります。

text :

栗源事業部
石倉 卓也

C O V ER S TORY

TOPICS

杜の家なりた ケアサービスワーカー

須藤 結さん

01

高齢者虐待の発生について

「杜の家くりもと」
（千葉県香取市）で、本年 2月22日に高
齢者虐待防止法における「身体的虐待」の疑いを認知しま
したので香取市に通報しました。その後の調査で、男性介
護職員が入居者の首のあたりを強く掴んで介助を行い、内
出血を生じさせたものだと判明し、香取市の調査でも「虐
待」に該当すると判断されました。当該職員は即時の出勤
停止とし、その後、懲戒解雇といたしました。ご入居者、ご
家族のみなさまにご心配をおかけしておりますこと心よりお詫
び申し上げます。再発防止に取り組んでまいります。
良い仕事をした人に手渡す「グッドジョブカード」。写真は須藤さんが実際
に贈ったものです。絵は自分のためではなく人のために描くのだとか。言動
のひとつひとつに、こだわりや根拠があることに驚きました。それらはきっと、
ケアワークやソーシャルワークにも活かされることと確信しています。

02

合格おめでとう！（50音順）

●介護福祉士

text :

コーポレート統括部
原田貴征

VOICE
ご利用者やご家族などからハガキやメールなどで
寄せられた「声」に対して、職員がお答えします。
ご意見

杜の家なりた／特別養護老人ホーム
一人ひとり丁寧にケアしていただき、感謝しています。ケアコラ
ボ（介護記録）
でも様子がよくわかり、安心してお任せできます。

・秋山啓太さん

・斉藤星さん

・淺賀友子さん

・サラさん

・犬飼桃子さん

・白幡椋さん

・植村航さん

・土橋晃さん

・及川厚子さん

・野中純子さん

・上米良明生さん

・古山涼さん

・小林弘実さん

・ミナーさん

・古山弘人さん

・吉岡康代さん

お答えします

●社会福祉士

●介護支援専門員

・藤堂智典さん

・阿部恵祐さん
・上野ひふ美さん

●精神保健福祉士

・嶽澤直美さん

杜の家なりた

・安部明子さん

・渡邊未希さん

施設福祉サービス部 部長

・安藤恵太さん

田中 秀明

・植村航さん
ありがとうございます。
ケアコラボでは、
ご本人の様子をご家族とも
共有できるので、
私どもも安心できます。
お気づきの点はご遠慮なく

03

お声掛けください。
今後ともよろしくお願いいたします。

組織改編のお知らせ

ご意見

法人の本部機能については4月1日付で、新たに「コーポ

杜の家くりもと／ショートステイ
ショートステイの利用時、夜間に排泄介助をお願いしようとナー
スコールで呼んだが、40 分も職員が来なかった。

レート統括部」を設置し、
「サポートセンター」は廃止いたしま
した。

お答えします

多田 里奈

04

杜の家くりもと

●新・常務理事

施設福祉サービス部 生活支援課 統括ユニットリーダー

このたびは、
大変申し訳ありませんでした。
夜間の職員体制により、
やむを得ずお待ちいただくことはありますが、
速やかな対応に努める

人事異動のお知らせ

岩田直樹 / 2022 年 5月26日付
●新・参与
竹内利勝（旧・常務理事）/ 2022 年 5月26日付
●新・ケアチーム ジョブマネージャー
上野興治（旧・サポートセンター）/ 2022 年 4月1日付

とともに、
ご本人への説明もきちんと行ってまいります。
※掲載しているご意見の内容は個人情報の保護の観点から編集をしています。
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REPORT

福祉楽団らしい ちょっとイイ話 コンテスト
「ガクダンアワード」を開催しました
福祉楽団では、良いケア実践の
共有とケアの質の向上を目的に、
「ガ
クダンアワード」を開催しています。
5回目となる今回は、4月14日に浦安
市内のホテルで1次審査通過者の発
表会を行いました。各拠点の介護職
員が企画運営に参加し、審査員には
外部の有識者を招へいしました。9 名
が発表し、3 名が受賞しています。

外部審査員講評
かない

ひとえ

よし あ き

金井 一薫 さん

川上 嘉明 さん

馬場 拓也 さん

ナイチンゲール看護研究所
所長

東京有明医療大学
教授

社会福祉法人愛川舜寿会
常務理事

発表を聞いているうちに自分の内側からエネル

昨年も感じたことですが、今日の発表は、介

ということへの目の配り方がとても上手だと思いまし

ギーがもりもり出てきて、あっという間の時間でし

護のことを知らない人が聴いても楽しめるんじゃ

た。「持てる力」を発見すると、どのようにその力を

た。コロナ禍でもそうですが、実は医療が「自分た

使っていくのかを考えられるようになり、ケアプラン

ないかと思います。介護という仕事は、
「生きる

ちが対処できないこと」を介護のほうに押し付けて

とは」
「食事とは」といったひとつひとつのピース

「持てる力」と「何が生命力を消耗させているか」

が出てきて、結果的には現場が動きます。それがケ
アのおもしろさなんですね。福祉楽団のみなさんは
表面的なことだけではなく、その奥にある事実や真
実を探りだしている。そのセンスは非常に大きな宝
だと思います。また、コロナ禍においても、きちん
と訪問 介 護のサービスを提 供していたという発 表
は、本当に素晴らしいと思います。日本の現 場で

いるのではないかと、ふと思いました。しかし、福
祉楽団は「社会福祉法人のミッションとしてやらない
といけない」と、しっかりとケアを実践している。そ
のことに大変感動しました。世間はまだまだ特養の
底力やケアの底力を知らないと思います。今日のよ
うな発表を、社会に向けて、社会の共通言語で発

を拾い上げて、その人の人生のパズルを完成さ
せていくことなんだとあらためて感じました。ま
た、みなさんは「観察」ということを大事にされて
いるし、それが浸透しているとも思いました。食
事の姿勢、ベッドのレイアウト、看取りの最後
の部分もそうですが、どれも観察によって出発点

は、在宅で一番困っている人たちのケアがほとんど

表して訴えていくという方向性を、これから考えてい

できていなかった。福 祉 楽 団の実 践を発 信して、

ただきたいと思います。そのときには私も力になり

をつくっていました。私たちも負けないように

もっと社会に訴えていかないといけないですね。

たいと思います。

日々の実践を重ねていこうと思います。

最優秀賞

2連覇！

優秀賞

菊地 和也
杜の家なりた
統括ユニットリーダー

入居者さんと私の 1 年間
〜ご家族との関わり方〜
ちふみ

藤井 智史
杜の家くりもと
ユニットサブリーダー

【食事の内容を適切に選択し、適切に召し上がってい
ただく】そのことを頭の片隅に常に置きながら、 今 の
でした。量は半量へ。1日2食の提供に。食事の提供方

磯野 智弘 福祉楽団 地域ケアよしかわ

「新型コロナウイルス感染拡大
期における訪問介護の役割」

奥住 比沙子

杜の家なりた

「おじいさんが最期を迎える」

片山 侑香里

特別賞

法は特性に合わせたケアを続け、回復を促しました。そ
のなかで「ケアコラボ」を使用し、ケア方法を共有し、ご
家族ともコラボしています。敬遠されがちな介護記録。
ちょっと記録をしたくなるような魅力が「ケアコラボ」に
はあります。
「ガクダンアワード」を通じて、ケアの面白
さの一端を伝えることができればうれしく思います。

発行：社会福祉法人 福祉楽団

新型コロナウイルス
感染拡大期における
訪問介護の役割

磯野 智弘
福祉楽団 地域ケアよしかわ
サービス提供責任者

発行責任者：理事長 飯田大輔

tel : 043-307-2828

54 件
44 名

◉ノミネート者一覧（50 音順）

杜の家なりた

「多職種で元気を取り戻す！」

その人に適したケアを提供するために試行錯誤した事例

GAKUNAVI 2022 年 6 月 夏号

応募総数
応募職員数

ガクダンアワード
試行錯誤した 6 か月
とブログの話

加藤 那奈

杜の家なりた

菅野 日菜

杜の家くりもと

「自宅へ帰りたいという願い」

「入居者さんの特技

習慣」

菊地 和也

杜の家なりた

「試行錯誤した 6 ヶ月と
ブログの話」

佐藤 学 杜の家くりもと

「その人にとってできる
ことって何だ？」

藤井 智史

杜の家くりもと

箕野 有紗

杜の家なりた

「入居者さんと私の 1 年間
〜ご家族との関わり方〜」

「”その人らしい”人生を
支える」

◉プロジェクトメンバー（50 音順）
赤荻 菜摘、奥沢 美調、小貫 真弓、加茂 航平、高師 利紗、
高橋 隼、原田 貴征、松井 周星、元村 志織

fax : 043-307- 4848

NEW MEMBER

福祉楽団に新しい仲間が増えました！
ふきこ

ケアサービスワーカー
青森県田舎館村
北海道教育大学函館校
国際地域学科
サイクリング
クジラと泳ぎたい！
きうち れい

木内 零

ケアサービスワーカー
千葉県香取市
飯高特別支援学校
料理、お菓子作り
専業主夫(安定した暮らしをしたい)

遠藤 瑞季
ケアサービスワーカー
宮城県仙台市
青山学院大学 理工学部
焼肉の食べ放題
地域の居場所をつくる
おがわ

あやみ

小川 彩美
ケアサービスワーカー
千葉県市川市
東海大学 健康学部
ディズニー
一人旅でいろんな場所に行きたい！
たかはし ゆり

高橋 侑里
ケアサービスワーカー
埼玉県上尾市
東洋大学 社会学部
スタジオジブリ
離島に住んでみたい！

ケアサービスワーカー
北海道江別市
北海道医療大学 看護福祉学部
寝ること
海外に住んでみたい！
おぎやま みさき

荻山 美咲
ケアサービスワーカー
千葉県習志野市
立教大学 コミュニティ福祉学部
ミュージカル
ご縁を大切に周りの人への感謝を
忘れずにいたい

くりばやし あまね

栗林 海寧
管理栄養士
新潟県柏崎市
新潟県立大学 人間生活学部
韓ドラを観ること
結婚して旦那さんと子どもと
キッチンが広いお家に住むこと

すずき

鈴木 なつみ
ケアサービスワーカー
千葉県東庄町
淑徳大学 総合福祉学部
カフェ巡り
笑顔で楽しく過ごしたい

谷川 真行

ケアサービスワーカー
東京都北区
杏林大学 外国語学部
バイクでツーリング
いつか保育の分野で活躍したい！

たべ

かなえ

田部 奏衣
ケアサービスワーカー
福島県会津坂下町
東北福祉大学 総合福祉学部
小物集め
人の痛みがわかる人になりたい

こばやし れな

小林 令奈
ケアサービスワーカー
埼玉県上尾市
聖徳大学短期大学部 保育科
ガチャガチャ集め
お母さんみたいなお母さん
せき しゅんたろう

関 隼汰朗

ケアサービスワーカー
埼玉県蕨市
立正大学 社会福祉学部
ランニング
生活困窮者の支援をしたいです！
よしだ ひびき

吉田 響

ケアサービスワーカー
東京都杉並区
日本女子大学 文学部
バレエ
私も周りもほどほど幸せに生きれ
るようにケアし合いたい

くわじま だいき

桑島 大喜
ケアサービスワーカー
千葉県柏市
開智国際大学 国際教養学部
バスケットをすることです！
いろんな人と日々巡り会うなか
で自分自身も成長したいです！
こあみ

さきこ

小網 咲希子
ケアサービスワーカー
兵庫県西宮市
関西学院大学 人間福祉学部
合唱すること
神社仏閣めぐり
こんどう はるか

近藤 春佳
ケアサービスワーカー
千葉県千葉市
上智大学 総合人間科学部
ヨシタケシンスケさんの絵本
強く優しい女性になる

はなぶさ

英 りま
理学療法士
北海道札幌市
北海道医療大学
リハビリテーション科学部
バンドのライブに行くこと
大きな平屋を建てて猫と
のんびり暮らす！

やぎ りょうすけ

八木 涼輔

ケアサービスワーカー
東京都八王子市
田園調布学園大学 人間福祉学部
ドラゴンボール
楽しむことを忘れず、様々なこと
に挑戦していきたい！

さかいざわ ゆうへい

境沢 裕平

ケアサービスワーカー
青森県三戸町
青森県立保健大学 健康科学部
読書
やりたいことリストを制覇したい

はら たまお

原 珠緒
ケアサービスワーカー
佐賀県武雄市
日本社会事業大学 社会福祉学部
温泉後のコーヒー牛乳！
海外移住！世界中に友達をつくりたい
やまむら かのん

山村 花音
ケアサービスワーカー
千葉県香取郡多古町
高知県立大学 社会福祉学部
アイドルとバンド
46道府県！旅行の旅！

杜の家なりた

おおいわ しの

大岩 詩乃

ケアサービスワーカー
茨城県神栖市
常磐大学 人間科学部
映画鑑賞
自分が認められるような素敵な
大人になりたい

たにがわ まさゆき

杜の家やしお

えんどう みずき

こしかわ ひより

越川 日和

出身校・学部
将来の夢

杜の家くりもと

かまだ

鎌田 富貴子

職種
出身地
好きなもの・こと

