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相模原事件を
他人事にbrはいけない
弁護士 池田直樹さん

昨年 7月 、神奈川県相模原市の障害

●/施設で入所者 46人が殺傷された事件.

逮捕された男は「障害者は生きていても仕

方がない」と重度者に狙いを絞って犯行

に及んだ。施設の元職員だったことも社会

に衝撃を与えた。福祉現場は事件をどう

受け止めるべきか.大阪弁護士会の弁護

士、池円直樹さんは「決して他人事にして

はいけない」と語るc切実な問いかけの

原点を取材した.

(文 1写真 今西宮幸)

6月 20日 夜、大阪・吹円市の社会福祉

法人「コミュニテイキャンバスJ.約 30人の

職員を前に池田さんがマイクを握った。通所

系事業,iや居宅介護事業をi亜し、精神 矢日

的障害者らの地域での暮らしをサポートす

る法人の職員旬椰多の講師に招かれたのだこ

旬F修 タイトルは「利用者の尊厳とコミュ

ニケーション支援J.参力|する職員にはあ

らかじめ、次のような言果題が与えらオしたc

「担当する利用者さんに重度の知的障害

があり、『明るい未来はなく、生きていても

仕方なし1と 思っている職員がいます あな

たはどうアル イヾスをします力J。 これに対し

3人の職員が自分の意見を発表c「職員同

ilr、 現場で力沈ばっていることを分かち合お

う」「テー′、全体でその職員を支援す利「職

員から粘り強く話を聞き、一緒になって考え

一般民事事件・刑事事件のほか

高齢者・障がいのある方、何でもご相談 下さい
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虐待問題も扱っています
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たしJと さまざまな声が上がったこ

●福祉のプロに問われるもの

この課題を設定した狙いは何か,池田

さんは「福カトを目的にやりがいを持って

入ったのに、いま多くの施設で職員による

虐待が起きるのはなぜか「 とくに重度の

方をお世話する意味を自分なりに落とし込

めていなければ、 日常のルーティーンワー

クで疲れ果てたところへ利用者から暴言

を吐かれるなユ 何かのり|き 金で現場の

不満や怒りが爆発するかもしれないぅ間

題をタブー視して覆い隠すのは真の解決に

はならない。福社のプロに間われているも

のを職員全体で考えてほしかっ/‐」と語るc

池田さんは裁判をi重 して多くの障害者Ful

題に月又り組んできた.その原点は知的障害

者施設で起きた園児死亡事件で起訴され

た職員の弁護活動に参加したことだ.人

所施設というな「会から隔絶された形で、多

くの重度の知自釧章害者が生活し、そこで働

く職員がいる。今までの日常生活では想像

できない場があることを思い矢Πらさオした.

昨年 9月 、JR京橋駅 (大 1坂市)へのエ

レベーター増設を求めて起こした裁判もそ

の一つだT原告は脳性マヒの男性Q外
出時は介助を受けながら車イスで移動.立

体交差の駅構内の乗り換えは階段を使え

ば 30秒ほどだが、エレベーターを5回 :乗

6月 20日夜、社会福祉法人の研修で語る

池田直樹さん

り継いで迂回するため、すくヽこエレベーター

に乗れたとしても移動に10分以上かかる。

バリアフリー法は鉄道駅のホームごとに障

害者がスムーズに移動できる経路確保の義

務を定めているが、「この基準が満たされ

ておらま 1章害者差別解消法の合理的I・L

慮もなされていな Jヽと提訴に踏み切った.3

「お年寄りや妊婦さんらエレベーターを

必要とする多くの乗各がいます 私はこの

裁判を障害者としてではなく、 ■人の乗客

として闘っていきた。Jc男性は法廷でこう

意見陳述した。実は男性の訴えは今回で

2度 日だ.彼は 1994年「高架駅のエレ

ベーター未設置は憲法違反」としてこの

問題を初めて法廷に持ち込んだ。

「『諦めてくださいJが JRの 言い分だ

とすれ|よ 原告の怒りを全身で受けJLめ 、

裁判のテーブルに載せるのが人権擁護の

プロとしての弁護士の役割です」。池出さ

んは言い切ったc

福祉現場のプロが呆たす役割とは

何か。池田さんへのインタビューを通

して、次回、この問いを考えたいっ

■■■|■■||■■■■■■■■■■■■■■|||
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ほほえみで
地域を輝かす
大阪府和泉市 内田町

自分たちの地域を笑顔で再生する.そ

んなlRり 組みが大阪で広がっている.「笑

働 OSAK川 プロジェクトご7年 前、大

阪府の呼びかけで始まり、河川・道路の

清掃、森づくり、水辺の環境整備といっ

た住民J:体の活動につなげている.そこ

にあるのは自主性を尊重した日易働から笑

lfll′対という思いだ。人々を笑顔にする“ま

ちづくり"の実践をリポートする。その原

点となる現場を訪ねた。

(文 ′写真 今西官幸)

大阪・和泉市内円 ll。 あいにくの雨のな

か、松Ft川 の河川敷を歩くと緑の草地が

広がり、2頭のヒッジが小屋の中で休んで

いた.愛称は「ウッチーJと「タッチ刊 .

親しげな鳴き声で迎えてくれる。

「ここに来ると癒ゃされますねJ

そう語るのは森山責さん、昌孝さん夫

婦3毎朝の散歩でエサをあげるのが日課

だcヒ ッジがこの場「lにやって来たのは

15年前c河川敷の草を食べてくれる「アド

プト リバープログラム」の“ 員́ "と して、

府鳳土木事務所 (大阪・堺向 を通じて

内田Hl自治会に最初の2頭が提供された.

「笑働OSAKA」 とは?

「笑働 OSAK川 はアドプト・プログラ

ム10周年を迎えた 2010年 、産官学と民

がそれぞれの強みを生かして協 lll」 し、地

域活性化を図ろうと大阪府が始めた取り

組みだ.府都市整備部事業管理室が府内

のt木事務所と連携し、住民の主体的な

活動を支援する。その特長は何かっ

「単なる清掃や緑化だけでなく、地域の

方 が々主役となってまちの象通に取り組んで

いくもの。義務感ではなく、′亡
"ヽ

ら参加した

まちが変わる

ヒツジは現在、世代交代している.

アドプト・プログラムは 1980年 代、米・

テキサス州の交通局が市民との連携で始

めたハイゥェィの清掃運動が原点Tア ドプ

トとは英語で「養育」を意味し、清掃・緑

化実践で道路や河||を愛される
い
わが子 "

のような場に再生する取り組みだ.大阪で

は2000年、府や各市町村が地域住民

に協力を呼びかけ、このプログラムがスター

ト.現在、府内で652団体が登録され、

プロジェクトが稼動する.

内田町ではヒッジが:申:を 食べてくれる

ので河川敷を常にきれいな緑地に保つこ

とができ、ゴミの不法投棄が減少c子供

会などがlliFするイベントも開催されるよ

うになった.毎年開かれる鯉のぼりの川

渡しやヒツジの毛刈り、ホタル放流会は

いと思える1舌動になオlばすばらしいでづね」

そう語るのはプロジェクト創設メンバーで

現在、池1日土木事務所 (大阪・1也田祠 主

査のlFLttT^晶 さん.オシャレ感を演出するた

め、険 顔と感調担 をイメージしたロゴマーク

をつくり、ポロシャッゃゴミ袋なと1こプリントc

参加者はこのグヽソズを使いながら活動する。

同事業管理!室事業企画課長の松館 明

さんは「産官学と民の連携の形が広がっ

川 、司事業管理室事業企画課防災・維持

グループJ:査の佐 木々清さんは「若い 1世代

にも活動の場を提供していきたしJと話す

地元だけでなく、大阪市内や和歌山県か

らも多くの見学者が言方オtる 1亘例イベントに

成長した。

●町内会や子供会加入率もアップ

ヒツジの世話や小屋の清掃はすべて地

域ボランティアが担う。長年IL話係を担当

する大杉金三さんと「バ、る里内日|ボランティ

アの会J前会長の円中三亀男さんは「まち

の防犯に役立っていますJと治安面の効果

を強調しツ耐日住民が交流する場になり、自

治会や子供会の加入率も向 ヒしたというじ

この活動が実り、2007年には活力ある

地域づくりを同t交通省が顕彰する「手づ

くり郷上賞Jに選ばれた,同会の現会長、

堀田育男さんは「住んで良かったと思える

まちにしていきたしJと語る。

「笑働OSAKA」 を支える佐々木清さん、
梶間千晶さん、松倉昌明さん (左から)

「笑働OSAKA」 のお問い合わせ
大阪府都市整備部事業管理室
TEL 06-6944-9268

今年 5月 に行われたヒツジの毛刈り。多くの家族連れが参加した (府鳳土木事務所提供 )
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相手とのチャンネルを探す
プロであれ
弁護士 池田直樹さん

福 llL現場で職員による虐待事件が後を

絶たない.入所者力決 間らしく生きること

が保障された場所でなぜこうしたことが起

きるのか。人1坂弁護 卜会の弁護 1入 i也Ш

i虹樹さんは「いまこそ福 flLのプロとしての

役割が間われているJと指オ尚する.昨年

7月 、神奈川県lF模 原市の障害者施設で

人所者 46人が殺傷された事件を例に「ブ

ロとは何力J、 池円さんに言吾ってもらった。

(文 1写真 今μl富幸)

― この事件をどう受け止めていますか

「報道で知る限り、加害者の男は施設

の lL職 員で事件前に精神疾患があったと

いうことで措置入院になりましたが、何故

か 1人院の
`Zヽ

要なし』と診円iされてi量院と

なり、後に事件を起こしましたし現珀ヽ 彼

は起訴されて刑事裁判がこれから始まるの

で、事実を見ていないクト部がコメントする

のは差し控えるべきでしょう.『重度障害

者は生きる価値がない』という彼の発吾

は身勝手な優性思想に思えますし、実際

に重度者だけ攻撃したと報道されていま

す,これが事実とすれば、このような行動

は彼の病気カツ京因ではなく、彼の考えプリ・

思想自体が犯行動機の背景にあると思え

ます,だとすれば同じ考えを持った職員が

他にいてもおかしくない。だからこそ、こ

の事件を決して他人事にしてほしくなしJ

― 事件が福祉現場に与えた影響は?

一般民事事件・刑事事件のほか

高齢者・障がいのある方、何でもご相談下さい

成年後見・相続問題・介護事故などのトラブル・在宅介護の調整・差別
虐待問題も扱っています
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「計り知れないほど大きなものがあると

思います 福刺:への思いを信頼して職員に

採用されたのだから.その職員が利用者

を虐待する気持ちに駆られてしまうのはな

ぜか.と くに重度の知1的障害の方の場合、

コミュニケーションが取りにくく、 ストレー

トに反応が返ってこない場合もあり、職員

の側が
い
お世話する意明t・ を自分なりに落

とし込めていないと1私は個 の々利用者を

担当してもイ可の役にも立っていなし』 とか、

『仕事の充実感がない』と思ってしまい、

それが何かの引き金で爆発してしまうかも

しれません |

● 自分の疑間と真摯に向き合おう

一 何が問われているのですか

「個 の々職員が、帝内得できないことを′し、

に抱えながらも単に仕事だからと害」り切っ

てルーチンワークを続けていても、何の

解決にもなりません.その疑間をタフ江視

せ二 その納得できない理由と真摯に向

き合ってほしいし福市卜職は社会との接′に、

lF手とのチャンネルを探すプロであるべき

です:そのためには受け手側の観察力が

不可欠で―
す■イ可の反応もなく一見すれ違っ

ているように思えても、利用者はせずヽヽ1か

を発信しています:それを受け|11め ること

ができるかが問われているので・立,職員は

法人との雇用契約がべ,スにあり、その方

針に拘,(されるとはいえ、個 の々利用者に

対する信頼関係、観察力は個 の々担当l・t

員の力量に委ねられているはずでづ』

― とても重要なポイントですね

「重度の方を目の前にして |こ の人には

未来はない』とコミュニケーションを諦め、

衣食住だけを提供するとしたら、それはも

はやネL布卜ではありません.例えば、不適切

との指摘を承知|の上で、自分の言葉を持

たない動物と人間との関係に置き換えてみ

ると、動物は訂葉を持ちませんが、言葉

がないがゆえにl Hl育係はその動物達を見

分け、気持ちや体調を汲み収ろうと必クヒ

になる.単にエサを提供するだけの 1世話な

ら、動物も決して飼育係に′し、を開くことは

ない。ここには動物なりのI巨訂「感があって、

場合によっては怒りを買ってΠ‖0みつかれる

かもしれない.だからこそ飼育係にとって

も真剣勝負なのですJ

― 他にはどんな課題が?

「柑置人院をめぐる対応です この事

件後、措置入院患者への継続支援を麻り

込んだ精神保健in祉法改iF案が提出され

た.このたびの衆院解散で廃案になりまし

たが、改正案では、措置入院者について

のみ、警察の参加が予定されている「精

神障害者支援地域協議会』の協議を経た

『i量院後支援言1画』の作成を都道 1有
:県

等

に義務付け、本人の同意がなくてもこの計

画を転居先者「道府県等にi重力|することを

可能にするという制度を考えています=「継

続支援』 という名目で精神障害者を F危

険を勺包した存在』ととらえていることに

大きな危惧を感じまtも ちろん急性期は

病完治療が必要ですが、回復すれば、地

域の支援を受けながら、安定した状況の

なかで4L活していくのが基本です.改 |:案

は福祉のためではなく、社会の側の管理

目的であり精神保健福祉法の改悪と言わ

ざるを得ませ刈



住民が笑顔で
集翡 森づくり
大阪府和泉市

標高 60017.大 阪府和泉市の槙尾山は

高僧行基や空海ゆかりの修験道の名千1、

施福寺があり、7暉国二十三所の第四番札

所として多くの参拝者が訪れる.山腹を流

れる植尾川は 2011年 に治水ダヱ、の建設

が中止に。そこでいま森林再生が進めら

れている.府が産学民と手を携え、地l・t

振興を支援する「笑働 osAKAJプロジェ

クトの一環だ。その現場を訪ねた.

(文 /写真 今西富幸 |

秋晴れが広がった 9月 ド旬.槙 FL山 の

中腹にある拠点広場に1人学生や府 首
:上

木事務所の職員ら約 70人が集ま1,、 約 2

時間、』伐羽を使ったランプシェードづく

りや芝刈りに汗を流したc

「こんな清々しい自然のなかで作業でき

るのが楽しいですねJ

関西学院大学 2イトのイヽ出将宏さんは笑

顔を見せた
`〕

「笑働の森づくりJと題したこの収 |)糸日

みは治水ダムの建設中止が決まった平年、

予定地だった場所をlil民 が交流できる森

に再生しようと,ilや和泉市の呼びかけで始

まった。毎月1回のペースでlLH林や間伐作

業が進め弓れ、この日はなんと58回 目の

活動日だ.

●社会人基礎力を養 う場にも

当初から産学民との連携に重点を置き、

和泉市にキャンパスがある桃山学院大学を

はじめ,大阪産業大学、大阪府立大学、大

阪lll立大学工業高等専門学校などの学rL

や地元12の出」i会で組織する横山校区町会

,■合会のメンバーが参加することで支援の

輪が拡1人.活動内容もナルトサヮキクなど

の特定夕ヽ来種の駆除や小学校への環境出

前授業へと広がり、 iF「年秋には地 fL住民

のJi催で行われる祭りと協働した「槙尾っ

子まつり×笑働の森・紅葉まつりJを開催

する。今年も10月 281Jに予定している。

lJ_山 学院大学在学中の2年間活動した

会社員の人黒隼輔さんは「自分で考えて

行動する習慣がつき、いまの仕事にも役

だっていますJ.指導するli]大社会学部の

大倉季久准教授は「他大学の学イliと も切

併琢磨でき、ネ|:会 人基礎力を身につける

間伐材でランプシェードをつくる学生たち

場になっていまづJと語るc

一方、間伐指導などを行う北野木材 け日

泉市)の代表、北野政吉さんは「森づくり

は失敗のll続 .その体験が社会人になっ

てZず生きるは―
列 とエールを送るc

llt点 広場は活動の一環で整l llさ れ、10

月から一般開放が始まった.参加者が植

えた緑の芝生が一面に広がり、F・l伐材で

つくられた休憩所とトイレも完成し沿道は

植樹されたサクラやツツジの本が季節の

花を咲かせ、夏には板尾川のホタルが乱

舞する.

同事務lll l和泉工区の矢野克己工|`長は

「活動に参加する住民のみなさまが笑顔に

なるのが印象的Jし 地元の大畑町会の久

保正敏会長は「住民の絆を深める場にし

ていきたし』 と語るっ

FJ事 務 所 の井上 明 所 長 は「笑 irlJ

OSAKAを 一 人 で も 多 く知 っ て も ら え る 活

動につなげていきたしJと話している(,

』山お尾】槙

2日  =現地の人 と々の会話らしい会言舌は

生まれなかったが、思い出だけは、確か

に声をLげた.

3日 目の 8月 21日 朝。私たちはイルクー

ツクに着き、途中ド車した.

お|」 当ては、バイカル湖の観光.琵琶

lAllの 50倍の広さ、地,こ の人々が「Se測

と|1乎ぶのも領ける.深 さは世L界一の1741

17。 日本 ^のШttllll(秋 田県仙北市)で、

4231「 である.湖畔を2、 3時間、歩いた.

教会があった.シベリアに抑留された日本

人の東地にもILかけたc市内のホテルヘ.

ちなみに、 イルクーックは石川県金沢市

と1967(昭和 42)年 に、姉妹都市提携

を結んでおり、街中に兼六国の石灯籠を模

した灯篭が見受けられた,,

そして8月 23日午後4時 15分っイルクー

ツクを出発して、最組 のモスクヮヘ.

核大国ロシアの中枢・クレムリンが構え

る街cどんな体験が始まるのか、少し緊

張する自分がいた。(次 みに続く)

(文 ′写真 編集委員 末永良一,



しい家族のように
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年のリーマンショックの影響で経営が悪

化。そんなとき情報誌で目にしたのが「信

貴の里」の求人広告だった。ちょうどその

ころ実家で暮らす父親が糖尿病で寝たき

り状態となり、デイサービスの利用を始め

たばかり。「介護スキルを習得すれ|よ 家

族のサポートにも生かせるJと軽い気持ち

で新天地に飛び込んだ。

仕事はデイサービスのパート勤務から始

まった。未経験の介護業界だった力ヽ 中

高時代バトミントン部で活躍した体力と

「人と関わるのが大好き」という特性を生

かしてすぐに職場に溶け込んだ。1年半後

には正職員となり、特養、ショートステイと

現場経験を重ねていった。そこで身を持っ

て学んだのが「チームケア」の大切さだ。

施設全体が優
生活相談員 松本元宏さん

特別養護老人ホーム「信貴の里J(大 1授

八尾市)はその名のi菫 り生駒山系に連な

る信貴山を臨み、長閑な自然の中にある.

社会福カト法人「高安福社会Jが運営し、

ショートステイとデイサービスセンター、グ

ループホームなどを併設.施設全体がひ

とつの家族のような
゛
優しい介護゛を実践

し、ターミナルケアにも力を注ぐ:日 命々

と向き合う現場を訪ねた.

(文・写真 ′今西富幸)

「現場には毎日必ず顔を出すようにして

いますJ

年のllHが迫る12月 中旬.取材に訪れ

ると、生活相談員の松本元宏さんはまずこ

の言葉を国にした.利用者さんのニーズを

聞いて介護サービスの向 11につな|六 職員

の教育指導も担う。いわば施設全体のコー

ディネイト役だが、時間があれば特養が

ある2階から41砦まで各フロアをこまめに

回り、自弓介護支援を買って出る.この日

も朝から昼過ぎまで起床、食事、排泄の

イ、高をサポート.その足でインタビューに

応じてもらった。自ら率先して動くのは「ひ

とを知らなければ、いい介護はできない」

との思いからだといっ.3

●建設業から介護現場へ

入職は9年前、37歳のときcそれまで

17年間建設業に携わっていたが、2008

しつは昔い経験があるcデイサービス

■■,特養に移って間もないころ、90歳の

責生(Dケ アを担当した日寺のことだc松本さ

tl:何 度声かけをしても体に角虫れるのを拒

またてしまう。打開策力ヽ見い出せないまま、

■菫 スタッフに交代してもらうと、女性は

なせかすんなりとケアを受け入れた。「白

■|ま 言]め られていないの力Jc 自間しなが

らも無llTに 自分のケアを押しつけることは

やめた.

~自
分がダメなら、できる職員にやって

もらえばいいc重要なのは介護の押しつけ

をしないこと」こいまではこの判LFliが正し

,う っヽたと′し、かい思えるという.

この体験を機に現場で判断にl ltったり、

■からないことがあればその都度、先輩

ヤ仲間のスタッフに教えを請い、自分の介

|≡ スキルを少しずつ高めていった。介護福

1::卜 とケアマネジャー (介護支17専門員)

:FD資格を取り、4年前から生活相談員とし

て勤務する。

●ターミナルケアで最期の看取 り

ご家族が望めば、ターミナルケアを実

践する.生活相談員になって利サ]者さん

の看収りの機会も増えた。松本さん自身、

通夜と非儀には必ず出席する.「 これまで

「家庭」という考えのもとに信貴の里全体が
いつも温かいひとつの家族であることを理想としています。

社会福祉法人高安福社会

特別養護老人ホーム 信貴の里

T581-0865

大阪府八尾市服部川5丁 目7番地2

TEL 0729-41-9981  さ＼X0729-41-9987

10 こもれびのなかで 社会福祉法人
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の自分たちの介護の結果がそこに如実に

表れるJと信じているからだ。

2年前に90代で亡くなった女1生は入けi

中、自宅に戻れないもどかしさから面会

に訪れる家族に辛くあたることも多かった

が、通夜の会場を見て松本さんは篤いた.=

祭壇には女性の遺影と並んで施設内のカ

ラオケや半「理教本のイベントに参加した時

の笑顔の写真が飾られていた。松本さん

ら職員が列席すると、ご遺族から「最期ま

で看取っていただき、信貴の llと 関われて

ほんとうに良かっ月 と感謝の言葉を贈ら

れたという。

以前、あるご家族から「施設に親の面

「
1を見てもらっているので本音を言えなし』

と打ち明けられた事があった.その経験

から「ご家族が何を望んでおられるのかを

くみ取り、心を尽くして応えていく事の重

要
′
H:を痛感しましたJ。 松本さんは自らを

鼓舞するように言った。

現場へのアドバイスも重要な仕事だが、

ここでも決してゴリ押しはしない.スタッ

フが失敗してもまず表情を読み取り、言葉

を荒げることなく相手の話にじっくり耳を

itBける.スタッフが'1尚 んでいたら空き時間

を見つけ、飲み物を差し入れて声をかける.

●職員の言葉に細心の注意を払 う

とくに職員の言葉遣いには細心の注意

を払い、毎月1回開催する身体拘束ゼロ

委員会では「～してはダメJというスピーチ

ロック(言葉の拘束)の根絶を呼びかける。

言葉による抑制が利用者さんの自由な行

動をしばる結果につながってしまうからだ。

逆に職員同士で共有するのが通称「ニ

ヤリホットJc重大事故につながりかねない

現場のミス、いわゆる「ヒヤリハットJに

前向きな意味をなぞらえ、思わず笑ってし

まったり、心温まる事例を1又集するこ例え

ば「終わりましたか」 を「おはぎ。おいし

いね」と聞き違えたというエピソーli,松

本さんは「現場から生まれるなにげない会

話が職員のストレス緩和にもつながってい

ます」と強調するc

昨年間設 20年を迎えた,設立理念に

は「『家庭』という考えのもとに信貴の里

全体がいつも温かいひとつの家tiである

ことを理想としていますJという言葉を掲

げているこ

「利用者さんも職員もみな生き生きした

温かみのある施設にしていきたいですね」
=

松本さんの思いだ
=
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施設の壁には職員からのメッセージが

―
スピ_チロック

職員が言葉や態度で施設の利用者を拘束すること.介護現場では身体的な拘束より

も被害が多いとされる.具体的には施設利用者の自由な行動を妨げる「動いたらダメJ

「ちょっと待っ司 「なぜそんなことをするのJなどの言葉を指し、命令口調だとより拘束

度が増すLスピーチロックをなくすためには相手と同じ日線に1/ち 、すぐに対応できな

い場合も「すぐ行きますからJと肯定的なニュアンスで対応することが重要だ。

“3つの約束 "に託す思い

施設長 樋 口昌徳さん

「信貴の里Jには新人が入職する日、llR

口昌徳施設長が職員一人一人と交わす・3

つの約束 "があるc FIU設以来続けている

伝統儀式だc

その3つ とは「お年寄りを敬う言葉遣

し」「ご家族への礼節を重んじる言葉遣しJ

を心がけ、「利用者さんに優しくなること」。

介護に関わる人間が備えるべき重要な資

質だといい、「言葉が乱れると介護も乱れ

てしまうJと llH口 さんは強調するc

とはいえ現場でのイライラがつい言葉に

出てしまうこともある「 だからこそ職員が

本音で腹を害」って話せる職場づくりが重要

になるという.

2年 前、神奈川県の老人ホームで入所

者 3人が死亡した事件で元職員による突

き落としがニュースで幸晨じられた。樋口さ

んは「これは対岸の火事ではない。タブー

視するのではなくもっとオープンな議論を」

と考え、現場リーダーを集めた主任会議を

呼びかけ、率直な意見交換を行った。

一方、利用者さんと馴|れ合いの関係に

陥ることにも警鐘を鳴ら丸 毎月2同、市

民介護オンブズ

マンに人ワi者の

飼き取りを行っ

てもらう外部評

価を積llK的に導

入しているのも

そのためだ。

「施設の中はどうしても外部との風i亜 し

が悪くなる。私たちがやっていることが本

当に適切なのか。第二者の国できちんと見

てもらうことも必要です」。樋国さんの信

念でもある。

社会福祉法人 こもれびのなかで  11



特別養護老人ホーム「あすか八尾」

一藉一
（

了 _

利用者さんの思いに寄り添つて
デイサービスセンター管理者

竹渕文亮さん

特別養護老人ホーム「あすか八尾J(大

阪 八尾市太子堂)は 入所定員30人の

従来型で社会福祉法人「朋寿会Jが運営

する.併設のデイサービスセンターは料理

教室やコーラス部など多彩な趣味活動を

展開.なかでも「棒サッカークラブJは全

匡1大会優勝経験を誇る.センターの取り

組みを取材した。 (文 1写真 今西富幸)

昨年 11月 22日 ,十里体育館 (大阪府

豊中市)で第 5同棒サッカー全国大会が

開かれ、要介護度別に分かれた 3部門に

全 25チ ーム、約 350人 が出場した.棒

サッカーは 11人のメンバーが椅子や車イ

スに座って対面c塩化ビニールの棒でボー

ルを才「ち合い、ゴールを決めた得点を競

い合う。新しい高齢者スポーツとしてリハ

ビ|,効果の面でも注目され、この日の参加

者の平均年齢は 84歳だ.

「あすか八尾Jは第 1回 から参力||.今

回マイクロバス2台を初めてチャーターし、

選手に加え、応援の職員やボランティアス

タッフ弓総勢 60人が現地入りcポ イント

ゲッターの 91 1Ttの女性メンバーの活躍で

Bリ ーグを制覇し、優勝にlllJいた。

「ゲームに参加すると、同じ日標に向かっ

てみな高揚感がアップします.本」用者さん

の若い時の姿を見るようですねJ

会場で選手を激励した総監督の竹法J文

利用者さんと談笑する竹渕文亮さん (左から2人目)

,たさん (35)は笑顔でそう話し、テームの

健間を設えた,施設ではデイサービスセン

ターの管理者として生活支援の総括役を

制Jう じ

●覆 された福祉 のイメージ

そんな竹江|さんだが、高校時代は荒れ

た生活を送り、何度も補導された経験を

持つ.′ しヽ配した両親の勧めで社会福祉系

専Pi学校に進学じ実は「福祉は女′
性の仕

事だと思っていたJと打ち明けるが、当 1寺

父親の知り合いがFIJ務する「あすか八尾J

の特養で介護職のアルバイトを始めると、

そんなイメージが 180度覆される.

専門学校で学びながら週 5日 、特養の

フロア掃除や食事介助、おむつ交換など

ヽ●:

|,゛

==移

の業務を体験c夏休み中は連日8時間、

みっちりと仕事を学び、「福祉の現場がど

れほど大変か.身を持って味わっ月 と振

り返る竹法」さん。「自分自身、高校時代ど

れだけ人への思いやりのない生き方をして

きたのか.『ありがとう』という利用者さん

の声を聞くたびに思い知らされましたJと

も。この体験が福祉の道を本格的に′よす

原点になったという.

専門学校を卒業した 20()4年 、21歳で

「あすか八Ff_Jに就職=「利用者さんや職

員同士の信頼感の強さに意かれ、迷わず

入職を決めたJI竹 Tlさ ん1 といい、デイ

サービスセンターー筋に歩んできた.酉己属

当時、施設長だつた同法人の前田幸英理

事長は「誰からも慕われる人柄に力Πえ、対

繋ぐすべての「朋」の「夢」と「しあわせ」を実現します

社会福祉法人朋寿会
T581-0063

大阪府八尾市太子堂4丁 目2番37号

TEL 072-924-2882
FAX 072-9242883
http:″wwwtomayu Or,ip

事業内容

○特別養護老人ホーム あすか八尾

〇ケアハウス(軽 費老人ホーム
)

グレイス八尾

〇あすか八尾デイサービスセンター・

第2デイサービスセンター

○あすか八尾ケアプランセンター

○あすか八尾グループホーム

○あすか八尾ヘルパーステーシヨン

○サンライズ訪間看護ステーシヨン

10 こもれびのなかで 社会福祉法人



外的に活発に動き回れるのが魅ノ」.いろ

んな方が利用されるデイサービスに方、さわ

しい人lljと話づち

●社会に触れる機会を増やしたい

の状況や危険筒所のチェッ

クを怠らない.安全な遠足

ができるのも、こうした努力

の積み重ねがあるからだろ

う〕

「
｀
やらされ感、があるう

ちは本当の福祉は達成でき

なしJ.4カ 1美|さん自身のポリ

シーである。1日 の仕事を

終えた後、送迎したある利

用者さん宅を再び訪れ、散

髪を希望する男性の頭をバ

リカンできオlいにメリってあげたこともある.

決められた業務だけにとらわれない献身

的なエピソードは枚挙にいとまがない。

●夢は棒サッカーの八尾大会

日々の激務をこなしながら念願のネ|:会

福祉十をはじめ、介護支l・ 専門員、介言隻

福市|二十の資格をIR得.5年前にはデイサー

ビスセンターの現場を取り仕切る責任者を

lTされた.:1分より年下の職員も1曽えたが、

「まず相手の話にじっくり耳を傾ける姿勢J

を′し、がける。

「あすか八FLJに勤務して 14年c私生

活では4年前に先妻をガンで失い、5年

に及んだ闘11生活を必死に支え続けた。

それだけに「利用者さんのご家族の立場が

よりわかるようになりましたJと角渕さん.

「人生の大先輩の方々から教えていただく

ことばかり.この仕事に出会えたことに本

当に感訪lしていますJと力を込める。

夢はデイサービスの拠点を広げること。

そしてもう一つ.棒サッカーの八Ft大会を

実現することだ.現在、八尾市内で全国

大会に参加しているのは「あすカソヽ 尾」と

特討 しあわせの郷J(卜]市l阿 ||)の 2施

設だけ.]ド内には全国でも珍しい「八lt

市特別養護老人ホーム施設長会Jがあり、

15施設が加盟.結束力も強い.そこで他

施設にも定期的に足を運伐 協力を募って

いるのだ。

「いつか必ず夢を実現したいですねJ

竹法|さ んの顔が輝いたc

棒サッカーに出場したメンバー

利用者さんが作った作品

地域をつなぎt存在感のある法人に
社会福祉法人朋寿会理事長
特別養護老人ホーム「あすか八尾」施設長

前 田幸英 さん

「あすか八li_Jを i~4営する社会福祉法人

「朋寿会」.昨年暮れ、創設時の法人理念

を見直し「繋ぐすべての円月』の『夢Jと『し

あわせJを実現します」をスローガンに18

げた.同時に「やってみようIJと いう行動

理念も新設した。朝礼で唱和する法人,単

念を「もっと親しみやすいものにJという

声が現場からLが り、約 1年かけて中身

を練り上げた。

「単に『つながるJのではなく、自分た

ちでいろんな方々を「つなぐ』という前向

きな思いを込めましたc トップダゥンでは

なく職員自ら考えて行動し、努1カ を積み重

ねていってほしいですねJc施設長を務め

る法人の前肝|千英理事長はそうエールを

送る。

昨年 3月 には「朋寿会プロジェクトテー

ムJを発足した.特養、デイサービス、グ

ループホームなど5部署から次期管理者

や主任をluぅ 職員が参加。「人財育成J「人

財発掘J「研1列「情報発信J「地t_・k貢献

交流Jの 5チー′、に分かれ、2年間の期

限を目標にそれぞれのプロジェクトを径画

推進するものだ。前Fllさ んは「自分たちで

何かをやりたいという組織の上壌づくりが

できてきたc職員の長「
F~を引き出し、将来

のリーダーの育

成につなげてい

きたいJと力を

込める。

社 会貢献事

業にも力を注ぐ]

2年前には生活困窮者自立支援制度の一

環で一般就労が困難な方をサポートする

中間的就労を実施し、-1支就労につなげ

た実績がある.ま た、職員カツヽ 尾市内の

中学に出向き、生徒に車イス介助などの

福祉体験をしてもらう出前授業も定期的に

行っており、前田さんは「地域社会に貢献

し、キラリと存在感が光る法人でありたしJ

と語ったc

こもれびのなかで  11
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