
　皆様、本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
　令和２年は2020年、地域包括ケアシステム構築完了の年2025年まで
残すところ５年となりました。時の流れは速いもので2006年に地域包括
支援センターが活動を開始してから14年も経つのです。そして、「地域
共生社会」を実現しなければならない年2040年まで後20年です。そろ
そろ準備を始めなければなりません。社会福祉法人は「地域共生社会の中心的担い手」にならなけ
れば、その存在意義を失う時代が来ることでしょう。
　問題は地域共生社会のイメージがなかなか湧いてこないことです。キーワードは「我がこと、ま
る事」です。「まる事」は縦割りを無くしたり、高齢者だけでなく全世代を対象にするということ
で比較的分かりやすいのですが、「我がこと」はとてもイメージしづらいと感じます。厚労相は先
行してきた高齢者のための「地域包括ケアシステム」を障害者支援や子育て支援に拡張する考えの
ようなので、「高齢者が介護が必要になっても、医療、介護、住まい、介護予防、生活支援を受け
ながら住み慣れた地域において自分らしく生活を送ることができるシステム」を「誰もが自立した
生活が困難になっても、医療、介護、住まい、介護予防、生活支援、子育て支援、就労支援などを
受けながら住み慣れた地域において自分らしく生活を送ることができる社会」と言い換えることが
できるでしょう。
　しかし、これでも「我がこと」のイメージは十分とは言えません。まだ「支援する側」と「支援
される側」に分かれているようで、「他人ごと」のままの感じです。「我」が入っていないからで
しょうか。「私や大切な人が自立した生活が困難になっても、医療、介護、住まい、介護予防、生
活支援、子育て支援、就労支援などで支え合いながら住み慣れた地域において自分らしく生活を送
ることができる社会」。どうでしょう、これならば少しは「我がこと」のイメージが沸き上がって
きませんか。
　マザーテレサの言葉に「私たちは偉大なことはできません。偉大な愛で小さなことをするだけで
す。」というものがあります。地域で今起きていることをいつか自分の身に起こることのように感
じながら、小さな支え合いを地域いっぱいに編み込んでいき「地域共生社会」という織物を作って
いくようなイメージでしょうか。皆さまも考えて、イメージしてみてください。
　令和２年が地域共生社会準備元年となりますように。そして、皆様にとって良い年となりますよ
うに。
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　10月29日、30日の２日間、愛媛県松山市を会場に全国老人福祉施設研究会
議が行われました。２日目の分科会では各ブロック大会で選ばれた皆さんが日ご
ろの取り組みを発表しました。仙台市老施協からは４施設が発表しています。

　当法人では、地域貢献事業を行うにあたり、地域コーディ
ネーターの配置とプロジェクトチームを立ち上げ、４つのカ
テゴリー（⒈居場所・活動場所の機会の貢献　⒉いきがいづ
くりへの貢献　⒊社会参加の機会提供の貢献　⒋介護予防へ
の貢献）に沿って事業を展開しています。
　具体的には、地域交流ホールの開放、いきいき教室
（PT・OTなどによる運動教室）、望岳カフェ、映画上映、
キッズスペースの開放、透析の送迎、喫茶ポルト（認知症カ
フェ）を毎月の定期事業として取り組んでいます。また、年

間事業として、夏祭りやクリスマスコンサートの開催、近隣の
関係機関と協力してオータムフェスも開催しています。
　事業を展開していく上で、課題はあるものの、少しずつです
が地域住民の居場所づくりや生きがいづくりに貢献ができてい
ると思われます。また、関係機関と協力することで、地域包括
ケアシステムの基盤づくりにも取り組むことができています。

　環境への働きかけ大切にしてる？
　直接的ケアも大切、環境へのケアはどれほど重要視している
でしょうか。
　車椅子適合支援は、東北福祉大学 関川教授の指導の基に、
利用者の生活課題を、車椅子に重点を置き環境因子から、その
方の生活課題改善を目指す取り組みです。その中でも重要なの
は、先入観のない「評価」です。車椅子上の姿勢や身体状況で
判断するのではなく、車椅子からの解放による身体の評価を行
い、その方の身体を正確に理解することが重要になります。
　この取り組みのもう一つ重要な点は、学びの機会の獲得です。そのために、コアメンバーを作成。月に一度

定期カンファレンスに、関川教授、福祉用具販売会社
ジェーシーアイも参加し、適合支援の基本的考え、技術
指導等、多角的視点の意見交換を行います。環境を整
備、提供する上で数値的根拠を持ち、的確にアセスメン
トする能力の向上が介護福祉士としての専門性の重要な
課題になってくるのではないでしょうか。

1 今までの車椅子は、当たり前？
〜車椅子適合支援から学ぶ、根拠あるケアの実践〜

特別養護老人ホーム  第二白東苑
　副主任・生活相談員　　松 川  瑛 司

で発表！！愛媛会議
全国老人福祉施設研究会議
令和元年度

2 咲かせよう  愛
え

顔
が お

の花を！
〜地域の愛顔のために私たちができること〜

泉中央南デイサービスセンター　所長 熊 谷  好 郎
特別養護老人ホーム 泉音の郷
　生活相談員・地域コーディネーター 主 濱  優 里
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　高齢者が住み慣れた地域を離れ、施設入居を選択すること
は、人生の大きな決断となります。そんな不安な気持ちが安心
に変わることを目指した取り組み事例を発表しました。
　キーワードはその人らしい生活、入居者の強み・好み、地域
のニーズや課題に応えることです。受験生への個別授業は、一
人の入居者が持つ知識と経験を生かし、自分のやりたいこと、
人の役に立つことを実感し、自分らしい生活を続けています。
不登校だった若者の受け入れ事例は、入居者と職員との関わり
の中で、彼本来の力を引き出し、社会的な自立に繋がりまし
た。これらの取り組みを通じ、入居者一人ひとりの思いに触れ
ることができました。これからも活き活きと輝き続けられるようサポートしていきたいと思います。
　今回松山市内の社会福祉法人アテーナ会様のご協力により高齢者複合施設の見学と意見交換の時間も頂きまし

た。研究会議での発表の機会、そ
して全国から参加された福祉専門
職の皆さんと交流の機会を頂きま
したことに感謝いたします。

　愛媛会議第６分科会「養護老人ホームにおける福祉と尊厳の
追求」で「罪を犯した高齢者を福祉で支える」をテーマに研究
発表をさせて頂きました。
　内容としては、長年当園で取り組みを行ってきた触法高齢者
の受け入れとその支援を、１つの事例をあげて紹介。その利用
者を受け入れるまでの職員の葛藤や戸惑い、それを職員全員で
共有するための勉強会の実施、入園後の利用者の園での生活と
それに伴う職員の気持ちの変化等を写真や本人からの手紙も取
り入れながら発表致しました。

　
そして、おかげさまで「まさに、養護老人ホームの
福祉と尊厳の追求と言える取り組みである」という
高い評価を頂き、最優秀賞を受賞することができま
した。
　発表までの道のりは長く、途中くじけそうになる
時もありましたが、園長はじめ仙台長生園のスタッ
フ全員からの応援を受け、最後までやりきることが
できたことを嬉しく思います。このような貴重な機
会を与えて頂き有難うございました。

3 誰もが輝けるステージを目指して！
〜すべてのひとに「それいゆ」の光がふりそそぐ〜

ケアハウス  それいゆ
　介護員　　青 木  成 美

4 罪を犯した高齢者を福祉で支える
〜私たちにできること、私たちだからできること〜

養護老人ホーム  仙台長生園
　副主任介護士　岡 崎  美 佳

最
優
秀
賞
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　特別養護老人ホームとみざわの里は、平成29年
４月開設し三年目を迎える施設です。
　当施設は全室ユニット型居室で、居室数は120
床（特別養護老人ホーム100床、短期入所生活介
護20床）７階建ての施設となります。当施設を
運営します社会福祉法人ノテ福祉会は、北海道札
幌市、東京都、宮城県仙台市にて事業運営をして
おり、各地域において「住み慣れた地域で暮ら
し続けたい」そうした人々の願いを実現するため
に、『特別養護老人ホームを核とした地域包括ケ
ア』の実践を行っています。「ノテ地域包括ケア
体制」は、地域を支える拠点として特別養護老人
ホームにノテ地域包括ケア本部を設置し、所在地
域の法人事業所をバックアップする仕組みを作っ
ています。介護を必要とされるご本人、ご家族の
希望や状況に応じて定期巡回随時対応型訪問介
護・看護事業所や看護小規模多機能型居宅介護事
業所・小規模多機能型居
宅介護事業所をご利用い
ただき、自宅に居ながら
質の高い介護の提供を受
けられる体制を整備して
おります。
　平成31年４月にはとみざわの里に隣接し介護老
人保健施設やるきになる里、併せて通所リハビリ
テーションも開設し、地域においてリハビリテー
ションを必要とされる方々の支援ができる体制も
整いました。地域に根差し、地域の方々に必要
とされる法人・施設・事業所運営に尽力して参り
ます。

とみざわの里

会員施設紹介

社会福祉法人ノテ福祉会
特別養護老人ホーム

施設長 髙杉  幸弘
連絡先 〒982-0033

仙台市太白区富田字京ノ中99（58B-51L）
Tel.022-226-7270　Fax.022-226-7202
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　社会福祉法人ウエル千寿会は当施設の他、特別養護老人ホーム萩の風、萩の風デイサービスセ
ンター、萩の風居宅介護支援センターがあります。令和元年11月１日には、萩の風ヘルパース
テーションを開設。令和２年２月１日には、就労支援センター（B型）に事業所も開設予定です。

　特色として、地域の親父会の「こどもの社交場
である駄菓子屋を学区に復活させたい」との要請
で、「駄菓子屋かみふうせん」を昨年の９月に、
地域の子供たちの孤食を防ぐべく「こども食堂お
かえり」を昨年10月に開設。学校帰りともなる
と、たくさんの子供たちで賑わいます。最近で
は、保護猫も飼い始めました。地域で困っている
方のニーズにできる限りとことん寄り添うことを
大切にしています。
　―特養と地域の壁（垣根）崩壊、「嫁入りの
庭」プロジェクト―と題し、公道と施設の境にあ
る生垣を撤去、ベンチなどを設置、果樹を植え
て、特養にゆかりのない地域住民も集える場とす
るためのリノベーション工事を行なっています。
地域の高齢者宅などで不要となった家財道具や庭
石や瓦などの寄付を集め、庭に配置することで、
住民との距離を縮めます。
　特養のある風景が、町の異様な風景にならない
ように「地域」と「施設」の間にある物理的な壁
（生垣）を撤去することにより、精神的な壁をも
取り払い住民との距離を縮める。入居や利用する
方々と地域の方々が自然な形で偶発的に出会うこ
とのできる空間を目指しています。全ては地域で
暮らす人のために。我々ができることを。
　これからも生きづらさを抱えている全ての人を
支援する覚悟を持って、制度を言い訳にしない運
営・経営を実践してまいります。

萩の風サテライト

会員施設紹介

社会福祉法人ウエル千寿会
特別養護老人ホーム

施設長 田中  伸弥
連絡先 〒984-0838

宮城県仙台市若林区上飯田字天神1-1
Tel.022-289-8555　Fax.022-289-8555

駄菓子屋かみふうせん

こども食堂おかえり

保護猫ふうたとおばあちゃん
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研修会につきましては、追って会員施設の皆様にお知らせいたします。
日　　　程 行　　　事　　　名

Ｒ２.１月17日㈮ 研修委員会「第３回職員交流会（ボウリング大会）」

Ｒ２.２月７日㈮ ケアマネジャー委員会「在宅ケアマネジャー研修会」

Ｒ２.２月14日㈮ 研修委員会「一般職員研修（研究発表大会）」

Ｒ２.２月20日㈭ 在宅委員会「短期入所生活介護事業所情報交換会」

Ｒ２.３月 総務・組織委員会「施設長研修会」

⃝ 研修会の日程、行事名は変更となる場
合がございます。

⃝ 開催日が近くなりましたら再度ご案内
いたしますので、皆様お誘い合わせの
上、是非ご参加下さいますようお願い
申し上げます。

今後の研修予定令和元年度 

青葉西支部長
特別養護老人ホームエコーが丘施設長

髙 田  洋 樹

青葉西支部

　青葉西支部は、９法人22施設で構成されており、仙台市老施協では一番小さい規模の

支部となります。「青葉西」とはなっていますが、拠点となる施設の立地場所により構

成されているため、会員施設自体は青葉区の広範囲にわたり点在しております。支部発

足以後、研修会や仙台市防災行政無線を活用した連絡網訓練等を行ってまいりました。

諸般の事情により活動が一時停滞したこともございましたが、本年度から「活動の再活

性化」を目標に打ち合わせを重ねております。手はじめとして、令和２年２月に非常呼

集訓練を予定しております。防災関係だけではなく、地域におけるニーズの把握と行政

機関との連携をより円滑に行うことができるよう、今後も活動してまいりたいと考えて

おります。
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