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大 阪社 会福祉 士  第 23号 (2017)

【実践者へのインタビューl
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地域をつなぎ ひとをつなぐ

社会福祉法人 四天王

四天王寺悲田院地域支援係

今=2≡ 14三 大阪府羽曳野市の特別養護

老ブ、ホーム |二
:(学生 L~姿 があった。隣接する四

天三寺 t=す ・ヽL千査フィール ドワークでやって

来た 3三三 41、 .施設の入所者に耐i会 し,要望や

生活活モ貰を聞き取るのが目的だ。

またIil寒 いこの日はバレンタインデー.学生

たち|ま F、 吾者と交流を深めたいとチョコレー ト

を用意し、とアリングの際,一人一人に手渡して

い く,そ の様子を調査に同行 したCSW(コ ミ

ュニティソーシャルワーカー)の赤穂光郁 (あ

かほ 。みつふみ)さ んがそばでじっと見守って

いた。

慣れない作業だけに学生が戸惑 う事も多い.

ある入所者は年齢を聞かれ「30歳Jと 答えた。

明らかに 80歳を超えている。認知症の影響だ

が,学 生|ま 緊張のためか,そ のまま調査シー トに

書き入れようとした。そこで赤穂さんがすかさ

ず “助け1綺
.を

出して耳打ちする。「何年生まれ

か。もう一度確認してみよう」。こんなとき,適切

なアドバイスを送るのも赤穂さんの重要な役目

なのだ .

「学生たちが施設の利用者さんと地域をつな

ぐ担い手になってくれたら,ほんとうに素晴ら

しいですねJ

□大学生の社会貢献活動をサポー ト

そう声を弾ませる赤穂さんはホームを運営す

る社会福祉法人「四天王寺福祉事業岡 四天I
寺悲田院」の地域支援係の職員である.昨年は

社会福祉法の改正で地域公益活動が社会福祉法

人にも義務づけられた.「地域Jが社会福祉事業

のキーワー ドとして注目されるなか,今回の調

査フィール ドワークもその一環で大学と連携 し

ら、み

郁 さん

て進めている。

この取 り組みが始まったのは 2015(平成

27)年秋。赤穂さんら地域支援係のメンバーが

大学に協力を求め,社会貢献活動への参加を学

生に呼びかけてもらったのがきっかけだ.人文

社会学部人間福祉学科の畑知恵美准教授のゼミ

生が中心に参加 し,ま ちづくリボランティアグ

ループ「コネクター」を結成。そこには地域を

つなぐ役割を果たそうという思いが込められて

いる。

昨年は 1期生のメンバーが地域ニーズを掘 り

起 こすアンケー ト調査を実施.四天王寺悲田院

が提供する施設内のスペースで毎週 2回,住民

がボランティアで運営する喫茶「ひだまり」を

はじめ,民生委員会議や子育て中の母親らが集

う場所に足を運び,羽曳野市内の 3校区から約

130人の声を集めた。

「住民の方々も若い学生が相手だとざっくば

らんに話 してくださいます.も ちろん,学生にと

っても貴重な体験になったはず」 と赤穂さん .

調査から浮かび Lが ったのは高齢化が進み,地
域コミュニティが希薄化 している実態だ.学生

からは「みんなが気軽に集まれる場所が少ない」

「世代間を超えた活動をJと いった声が上がり,

地域ニーズに応えようと赤穂さん自身毎月 2回 ,

学生たちと膝をつき合わせて地元を元気にする

企画を練ってきた。そして昨年 5月 ,母親向けの

子育てサロン「こねっと」という初イベントを

「ひだまりJで開催.地元の親子や学童保育の子

供たちが参加 し.学生たちと一緒に牛乳パック

を使ったおもちゃづくりを楽しんだ .

8月 には地元の地蔵総に参加させてもらい,

学生たちがつくったメンコやあやとりを一緒に

編
め赤
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七ひや 1ぅ てほしい_と しヽう声が告:せ られたとヽ`

う。現在 |ま 2期生メンバーによる調査フィール

ドヮー クなどの活動が進められている.赤穂さ

んは
「
人と話すのが 1寺 手だつた学生が活動を通

してどんどん積極的になっていく.成 長する姿

を間近で見ることができるのがうれ しいです J

と言舌づ
~.

□祖母の健康願い,小学生で書いた市長への手

紙

赤穂さんは幼いころから典Il l的 な “おばあち

ゃん」4"だ つた。いつも一緒に遊んで くれた祖

母は赤穂さんが小学生のころから体調を崩 し,

近 くのスーパーに行 くのも一苦労。その姿を見

て地元の市長に「おばあちゃんが体を休めるた

めの椅子を沿道に設置してくださいJと 手紙を

書いたこともある.デ イサービスも何度か訪れ

たが「子供扱いされるのが嫌」と通わず,赤穂

さんが中学生になると祖母は軽い認知症も発症

し寝たきり状態になった .

それでも赤穂さんは中高通 じて取 り組んだハ

ンドボール部の部活動が終わるとすぐに家に帰

り,祖母の部屋でぬり絵や折り紙をして一緒に

付き添ったという.結局,高校 2年のときに祖母

は亡 くなったが,赤穂さんは「祖母を受け入れ

る環境が整つていなかったのが悔 しい」 と振 り

返る。

この体験から「自分は社会福祉に向いている」

と四天王寺大学人文社会学部人間福祉学科に進

学 .し かし大学の座学に興味がわかず,一時は一

般企業への就職も考えたが,「入りたい会社がな

かったJと いう理由で社会福祉法人「四天工寺

福祉事業団Jに就職 し,特別養護老人ホームや

デイセンターに勤務.約 4カ月間,羽曳野市社会

福祉協議会への出向を経て 2014年 から地域支

援係でさまざまな事業に取 り組んでいる.

□助けが必要なひとと同じ目線で

就職 して 8年 目.最初は消極的な理由で選ん

だ仕事だつたが,いまでは「天職Jと 言い切る

赤穂さん。そう思えるようになる転機は最初の

B・L属先の特養で訪れた.当 時の施設長で現在は

法人本部副部長の氏家幹夫さんとの出会いがあ

・́tt iた L● てヽるひと|二 日燎を合わせ,し

,(llゴ を傾ける。つねに
~千
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という姿勢を身を持って学んだという.

そこで赤穂さん自身,ま ず取 り組んだのが社

会福祉七の資格取得だつた.じ つは大学時代は

専門科目を取らず受験資格がなかったため,働

きながら 2年融l,通信課程を受講。毎朝出勤前の

2時間を猛勉強にあて,難関の国家試験を突破

した.他にも介護福祉士 と福祉住環境コーデイ

ネーター 2級を取得.ケ アマネ (介護支援専門

員)の試験にも合格し,実務研修に臨む .

いまは学生たちの地域貢献活動を支援するほ

か,羽曳野市のCSWと して市民からの相談業

務を担当。大阪府社会福祉協議会が進める「生

活困窮者レスキュー事業」にも力を注ぎ,生活

支援が必要なひとたちをサポー トしてきた。

ある独 り暮らしの男性は自分を支えてくれた

唯一の親族がなくなり,持病を抱えながら自宅

の電気やガスも止められたたまま,生活保護の

存在さえ知らなかったという.赤穂さんは「た

った一つの出来事で人生が ドミノ倒 しのように

崩れてしまう方も多い。“SOS"に いち早く気

づくためにも,私 自身が地域のさまざまなひと

たちとつながっていくことが必要Jと話す .

助けを求めるひとたちと接する際,心がける

のが大学時代に学んだ,ケースワーカーに求め

られる「バイステイックの 7原則」.なかでも「非

審判的な態度」は自分自身への戒めにもなって

いるという。

「自分の価値観だけで絶対に相手を判断しな

ぃこと。その大切さをいまひしひしと感じてい

ます」 と赤穂さん.長 い時間を経て大学の学び

が実感として戻ってきたようだ .

今春から四天王寺大学大学院に進む.平 日の

夜間と土曜目を中心 とした講義を受けながら,

地域包括ケアシステムを研究する.

「要支援でも生活が大変なケースが多い.法律

の狭間にあるこうしたひとたちを地域で支えて

ぃきたいJ.赤穂さんはそう力を込めた。

(文 一般社団法人檸檬新報舎理事 ライターズオフ

ィスPolaris代 表 今西富幸)
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【実践者へのインタビュー】

福祉に付カロ価値を

地域の介護負担をなくしたい

福祉経営コンサルタント

代表 砂
麹
計

昨年 12月 初旬,イ ンテックス大阪 (大阪市

住之江区)で「CareTEX(ケ アテックス)

関西 2016Jが開かれた.介護業界のプロのため

の展示会でメーカーを中心に約 200社 の企業

が出展.西 日本最大規模を誇り,最新の介護用品

や リハビリ機器が並ぶ .

その会場で社会福祉士の砂亮介さんが熱っぽ

く来場者に語 りかけていた。高槻市でデイサー

ビス施設を運営する一方,福祉経営コンサルタ

ントの顔を持ち,今回はクラウド型 ITサービ

スの出展者として参加したのだ。

出展ブースはショー トステイ (短期入所生活

介護)1句けに開発 した新システムを見学する人

たちであふイ1,開催期間中の 3日間で約 250人
が討′

~_ろ
|、 気ぶ りだった.愛称は「TANCO

(タ ンニ _シ ョー トステイ (短期入所)が可能

な イヽ:≡ ■:モ を垂■に資索できる.ネーミングは

「短
=_ 
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「
|: を

レ3な ぎ,ミ スマッチ

をな 1■ ´=二 _ri 二, こょじ地域包括ケ

アシ
「

二二
~FI ―■  た 二考えていま

す_ヒ :=_子  11-1
使t I Itti´二 F「 _1-ヽ ■ニ ノ

「
窓コ

担当者t´ _・ ―
―  ~■ __■ ―て 1週

間ごと|二
~       1~■ 丁 三二 i豪

の状|三 t  i   l   ―   ~  =

きべ /＼ 111         1  、|な

い)で表「・i   一      二十~下 ■

ジャーマ＼1ヽ 一 = : |  ‐ :    一~

マネジ '¨ ― II二
~          

・
‐ J

をリア ,し そ _r  i        f

」

さん

用者の予約状況も確認できる。

□現場の声が開発のヒン トに

開発に着手 したのは 2015(平成 27)年 .同

業者の集まりで施設の空き状況を知 りたいとい

う切実な声を耳にしたのがきっかけだった.さ

っそく三島地域 (高槻,茨木,吹田,摂津の 4市
と島本町)の約 20施設を回ってケアマネジャ

ーからアンケー ト調査を行うと,「 2,3日 の短期

で利用できる空きベッドがなかなか見つからな

い」「リアルタイムで空き状況が知 りたい」 と

いった要望が多く寄せられた .

ケアマネジャーの仕事は要介護者のケアプラ

ン作成から介護相談,介護認定の書類作成の代

行まで多岐にわたり,業務も多忙を極める。ベッ

ドの空き状況の確認も電話や FAXで行うこと

が多 く,担当者が不在だと余分な時間がかかっ

てしまう.シ ョー トスティ側も直前にキャンセ

ルが出ても,す ぐには対応できないのが実状だ

ろう。

砂さんは「こうしたロスタイムを解消できれ

ば,ベ ッドの稼働率を高め,地域の介護負担を軽

減することができる」 と考え,約 1年がかりで

システムを構築 した.公益財団法人「大阪産業

振興機構J(大阪市)が地域活性化につながる

事業を支援する「おおさか地域創造ファンド」

にも選ばれ,補助金を得たことが大きな後押 し

になった。現在,複数の施設がシステムを導入 .

実際,シ ョー トスティの業務効率と稼働率が高

まっているという,価格はショー トステイ側の

負三 として初期費用 5000円 (税別),システム
手≡二司2000円 (同)が必要だが,ケ アマネ

1・‐― |ま 無料で利用できる。
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システム開発は自ら経営する会社「123」 (高

槻市)が 3年前に立ち_Lげたコンサルタント事

業部「介祉塾」 (大阪市北区)が担っている。そ

れにしても介護事業者がなぜ,コ ンサル事業に

目を向けたのか。砂さんは言い切った.

「利益を生む ことを積極的に捉えるように

なったからです。介護保険事業や障害福祉事業

は公益のためにあるので利益 という言葉にはど

うしても拒否感がある.で も経営を安定させ,未

来に向けて成長するには絶対に必要なものなの

です.た だ,それは手段であって,目 的ではない

ことを忘れてはいけません」

□ 10年前の起業体験が原点

原点にあるのはいまから 10年前,28歳で起

業 した時の苦い体験だ。高槻市内のアパー トの

一室で訪間介護 と居宅介護支援事業を立ち上げ

たが,3カ月も経たないうちにサービス提供責

任者 とケアマネジャーが相次いで辞職.他の事

業所に有利な条件で引き抜かれたのだ.人事配

置基準が満たせず事業継続にも赤ランプが灯っ

たが,知人からスタッフを紹介 してもらいなん

とか危機を免れたという。当時を砂さんはこん

な言葉で振り返る.

「労働保険や社会保険が何なのかもわからず ,

未加入の状態.1カ 月徹夜 して決算報告書をつ

くっても私の目にはただの数字の羅列にしか映

らず, 自分の会社の財務状況さえまったく把握

できていませんでしたJ

開業当初,理念として掲げたのは「介護はこ

ころJ.だが,実際は日々の業務に追われて管理

が行き届か鎗 護サービスもヘルパー任せで「自

分自身に言い訳ばかりしていたJと ぃう.

そこで一念発起で始めたのが経営の勉強だっ

た。2009(平成 21)年から毎年,社会福祉士 ,

行政書書 土会保険労務士の試験に合格.2012(平

成 24)年 には難関の中小企業診断士の資格を

取 明 在の場所に本社を移転 .本格的なデイサー

ビス事業に乗 り出した。この課程で「多 くの理

解不足に気づいた」 とぃぃ,砂さんはこう強調

する。

「効率を追求すればサービスの均質化が図れ

るし,従業員と利用者さんの触れ合いの時間を

増やすこともできる。『介護はこころJの視点で

見れば矛盾するように思えるかもしれませんが ,

決 してサービスの質を低下させるものではない

と学びました。福祉のこころと経営はコインの

裏表のようなもの.両方必要なのです」

□自ら率先して「声かけ」を実践

まず取 り組んだのが一人一人の職員を大切に

すること。正職員の比率をピーク時は 8割まで

引き上げ,ス タッフの腰痛予防のために介護リ

フ トを導入.福祉車両などの設備を充実させた。

職場ではスタッフ同士の「声かけ」を励行.砂

さんが率先 して「一人のミスを全員で支えよ

う」 と激励した。この結果,サービス内容が改善

し,ロ コミで利用者が増えていった.いまでは職

員がほとんど離職 しない職場になっているとい

う.

「私自身がきちんと経営を学び,それを実践 し

たことで会社が少しずつ良くなっていったのだ

と思います.で も,経営者は意外と自分の会社の

着地点が見えていないひとが多いように思いま

すJ

砂さん自身の教訓だろう。そしてこう続けた。

「福祉業界は人材の確保,管理職の育成,サー

ビスの質の改善・向上 という慢性的な課題を抱

えています。そうした話を聞くたび,自 社だけで

なく,も っと社会のお役に立ちたぃ気持ちでいっ

ぱいですJ

これからの夢を尋ねると,麻り用者さんを支援

する人たちのプラットフォームをつ くり,付加

価値を生み出せる福祉を実現することですね .

地域の介護負担を少 しでも改善できる取 り組み

を続けていきます」

ちなみに社名の「123」 にはこんな思いが込

められている。

1+1が 2に も 3に もなるように
,

いつもニコニコささえあぃながら,

1,2の 3で始めよう。

(文 一般社団法人檸檬新報舎理事 ライターズオ
フイスPolaris代 表 今西富幸)
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