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第
３
回

地域福祉懇談会

利用者･地域の福祉関係者･理事･評議員･職員など３０名が集まり、懇談！
2019 年 11 月 15 日（土）あすなろの家に

私どもは経営の透明性と健全性に努めます

冒頭、司会の杉井理事長は、
市内の特養が突然閉鎖される

同一法人経営の特養三施設同時閉鎖！

問われる社会福祉法人経営と行政監査のあり方
愛知県岡崎市に本部のある「（社福）ライト」が静

異常事態に触れ、同じ社会福

岡市内で運営する特養三施設を同時に閉園すると発

祉法人として、あまりに無責任

表したのは、2019 年 9 月下旬でした。

で、あってはならないことで、
私ども法人は、地域の皆さんと
ともに存在する施設として、経営
の透明性と健全性に努めます、とあいさつしました。
そして、そのためにもこうした機会に皆様のご意
見を伺うとともに、各施設の運営内容をご報告し、
ご理解を深めていきたいと述べました。
（参加者のご発言は次ページ）

それまで入居していた 100 数十名の入居者は、静
岡市関係部署や市内の特養関係者の努力によって何
とか行き先が決まり、あすなろでも 4 名の方を緊急
にお引き受けしました。この件は不可解なことがた
くさんありますが、責任をどう考えているのか、運
営法人「ライト」の社会福祉法人としてのありかた
が厳しく問われなければならないと思います。
同時に、このような事態が突然発生するはずもな
く、これまでの行政による監査が適切に行われてい
たかも問われています。

法人主催の地域福祉懇談会での施設からの報告と参加者のご発言
各施設より報告

・・・・

「保育無償化」は手放しで喜べる？

参加者のご発言

・・・・

◎（とも･保護者）懇談会に初めて参加された
保護者から、お年寄りや障がい者
「無償化」は負担軽減で歓迎さ
に寄り添っている法人の仲間に
れていますが、消費税増税とセ
入れていただいて良かったとの
ットですので負担は減るの？と
感想が述べられました。
いう話が出ています。
◎（風の子･父母の
私たちは、給食の提供も含め
会）静岡市では待機児
風の子
市より保育を委託されているのに、
童はないと言われていますが、
新たに給食費だけ別に徴収するのはおかしく
希望する保育所に入れなくて、
ない？。保育士の処遇改善や認可保育園の拡
育休を延長したり、無認可の保育
大は？
施設にみてもらっている話を聞く。
事業重点の一つに「地域との繋がり」を
◎（山原Ｓ型デイ）Ｓ型デイの会
飯田地区のＳ型デイサービスで
場にあすなろの場所を提供いた
あすなろを会場に使っていただ
だいているが、介護施設とＳ型デ
いています。他に、飯田祭り・防
イが連携している地区は他にな
災訓練などにも参加。地域の方
い。おかげで内容的にも人数も盛
があすなろのことを良く言って
んになっている。
あすなろ
くれて職員は感動しています。
◎（あすなろ嘱託医）嘱託医とし
新しい予防事業として、バローで「ショッピ
て見ると、入居の際には身も心
ングリハビリ」を始める準備をしています。こ
も荒れ果てた状態の人が多い
れは、足腰が弱い人でも使える専用カートで
が、１年以内に見違えるほどき
歩き、頭を使って買いたい物を選ぶことで運
れいに、明るくなっている。栄養
動機能の向上、認知症の予防に役立つ予防リ
状態が良くなっているのです。
ハビリです。
◎（第三者委員）特養は慢性的に
人手不足と聞いている。あすなろ
障がい者が地域で暮らす当たり前のこと
ではどうなのか。
がむずかしい…私の｢もやもや｣
◎（高部地区社協）社
５０年前、
重い障害のある仲間
協の活動はスタッフが高齢化し
の行き場としての共同作業所が
人数が減ってきている。５年先ど
生まれ、現在では６０００カ所
うなるのか心配。
に増えました。この間、障がい者
ともの家
◎（とも･利用者）手術
に関するさまざまな法制度が整い、
をしたが、少しづつ歩けるよう
障害者権利条約も批准されました。
になっています。でも、グループ
しかし、障害者雇用の水増し、就労支援事業
ホームがバリアフリーでなくて
所の大量解雇問題、旧優生保護法下での強制
困っています。
不妊手術、障がい者監禁事件、やまゆり園での
◎（飯田地区社協）あすなろの
大量殺人が起きました。
「ショッピングリハビリひかり
障がいのある仲間たちが地域で当たり前に
サロン」に期待します。
暮らすことは、とても難しいことだと今改め
（失礼ながら敬称は略さ
て思っています。
せていただきました）

「全世代型社会保障検討会議」は何を検討するか？
理事長 杉井則夫
消費税１０％の実施を目前にした 2019 年 9

世代型と言いながら労働者団体や中小商工団

月 20 日、安倍首相が議長をつとめる「全世代

体などは一人もおらず、女性も総務大臣の高

型社会保障検討会議」の初めての

市氏を除けばただ一人しかいないという構成

会議が開かれ、11 月 26 日まで

です。

に４回開催されました。

既定路線のお墨付きのため？

負担と給付の見直し＝福祉切り捨て？

第一回の会議で配布された資料を見ても、

全世代にわたっての福祉を考えようという

都合の良い資料だけを選んでいるように見え

こと自体は否定されるべきものではないでし

ます。圧倒的に情報量の多いのは●骨太の方

ょう。問題は枠を広げれば当然予算が増えま

針（抄）全世代型社会保障への改革●新経済、

す。

財政計画（抄）●改革工程表（社会保障分野）

高福祉・高負担も選択肢の一つですが、今の

●成長戦略実行計画（抄）と、すでに政府内で

日本で必要な額を予算として確保できる道筋

検討された方針を資料として提示しています。

は見えません。考えられるのは負担と給付の

いわば既定路線をこの「会議」でお墨付きを与

見直しにより、財源を浮かせて確保しようと

えようというものとしか見えません。

することでしょう。一方での切り捨てと、一方

あらゆる福祉の見直し＝後退？

でのばらまき福祉にもなりかねません。

これから働き方改革に合わせて高齢者の労

社会の助けを必要としている人に届く福祉を

働市場への取り込み、年金給付の先送り、医療

まず必要なことは今、社会の助けを必要と

保険制度、介護保険制度の見直しと給付の抑

している人たちに行き届く福祉でしょう。

制が話し合われてゆきます。

年金というと厚生年金が表に出ますが、国

若い時は健康で医者にもかからず保険料を

民年金も被保険者数 2380 万人という数の国

払い続け、いざ歳をとって病院通いが増えた

民が加入し、現在の受給額平均は 5.5/月万円

からと言って、負担を増やされ応益負担だと

で、厚生年金の平均受給額の 1/3 にしかすぎ

言われたのではたまったものではありません。

ず、あきらかに年金に依存した老後は不可能
な状態です。もともと国民年金は、対象層が自
営業者で、定年がなく生涯現役を前提とした
もので、明らかに現状にはそぐわなくなって
います。

社会保障改革の「司令塔」は
政府関係者と大企業経営者中心の会議
こうした状況の中で開催される「会議」です
が、まずこのメンバー構成が問題です。

応能負担の原則で
高額所得者・法人税の見直しこそ必要
財源論で言うなら、応能負
担の原則で、高額所得者、法
人所得税の見直しこそが必
要であり、給付で言うなら社
会的弱者を優先させること
こそが必要でしょう。
この「会議」で結論が出てか

一般紙でも指摘されていますが、議長の安

らでは遅すぎます。会議の行方に関心を持ち

倍首相を除いた委員 15 名の内、大臣・政府関

内容に対して関心をもって見つめ、必要に応

係者が 7 名、あとの 8 名は大企業経営者と政

じて抗議の声を上げてゆくことが必要なので

府寄りで知られる学識経験者で占められ、全

はないでしょうか。

体操＋お買い物で
心も体も元気に♪

ショッピングリハビリ

いよいよ１月下旬、バロー高橋店･地下にオープン！
法人だより NO１７でもお知らせした「ショッピングリハビリ」ですが、オープン
に向け、着々と準備を進めております。
担当となる職員は、１１月下旬の１週間、島根県のひかりサロン本社にて、事業の
ノウハウを学ぶため研修に参加いたしました。
１２月に入り、店舗の内装工事が始まり、同時進行になりますが、現地バロー高橋
店での実際を想定したシュミレーション研修を行います。
そして１月中旬、一般の方・介護関係者向けの内覧会を行い、いよ
いよ１月下旬に、ショッピングリハビリ「ひかりサロンあすなろ」が
オープンとなります。
あすなろの家は、高齢者を元気にすること、地域と繋がり地
域を元気にすることを目指しています。ショッピングリハビリ
でも、とびきりのキラキラ笑顔が見られるように、がんばりま
す。よろしくお願いします。

１．送迎します

２．体操します

３．ショッピン
グリハビリをし
ます

４．｢光｣齢者が
生まれます

健康体操やポール
ひかりサロンま

エクササイズを使

でスタッフが安

って身体をほぐし

全に送迎。たく

ます。体の調子に

広いショッピン

心も体も元気

さんの運動とシ

合わせて、楽しく

グセンターの店

に。たくさん買

ョッピングをお

準備体操を行いま

内で、楽しくお

った品物と共に

楽しみ下さい。

す。

買い物。普段は

ご自宅へ安全に

歩かない長い距

お送りいたしま

離を、いつの間

す。

ご利用可能な方
総合事業対象者及び要支援１･２認定者
※利用ご希望の方はケアマネに相談ください

実施曜日･時間
開催曜日：月〜金曜日（祝日は営業しません）
実施時間：10:00～12:00・13:30～15:30

利用料
１カ月 1,320 円〜2,714 円

ひかりサロンで

にか歩いてウォ
ークングにもな
ります。

ひかりサロンあすなろで
楽しい充実ライフを

ご利用の相談･お申し込みは 054・363・0207

