
　青木トクさんが４月21日に特別養護老人ホー

ム・清徳苑に入所しました。

　トクさんが認知症を発症してから12年、夫の篤

三さんはずっと一人で介護を続けてきました。そ

の間、何度か特養入所の申し込みもしましたが、

いざとなると決断できずにきました。しかし、こ

のところ自身の体調も思わしくなく、入所を決断

したのです。

　篤三さんは毎日、清徳苑に通っています。家に

いたときと同じゆったりしたペースで、食事やト

イレの介助をしています。特養を“施設”と考え

ず、“自宅の延長”として、「通う介護」を続け

ているのです。６月からは清徳苑で行われている

「介護予防教室」にも参加。妻の介護と自分の介

護予防を両立させています。

　たけのこのミニデイ参加は断念するつもりでし

たが、みんなの勧めもあり清徳苑から通うことに

しました。外の世界へ積極的に出て行く、たけの

こという社会活動に参加していくことがトクさん

の生活をいきいきさせると考えたからです。

□

　糀田重行さんも６月13日に東が丘特養に入所し

ました。若年性ピック病をこれ以上家で支え続け

ていくのは困難でした。妻の佳代子さんは毎日、

「通う介護」を続けています。

　たけのこでは現在、４人が特養での生活を送っ

ています。最期まで在宅でとは誰しも願うことで

すが、状況の変化に応じて「通う介護」に切り替

えることも必要です。
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特養へ通う
特養から通う　　― 青木篤三さんとトクさん ―
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　・雇用環境の悪化で、人が集まらない

介護業界の平均給与水準は一般の６割以下です。

　「給料が安すぎて人が集まらない」という現実

があります。一方「良質のケアを24時間提供しつ

づけたい」という現場の思いがあります。就労資

格のないフィリピン人を日本人と偽ってでも、

日々の業務に対応しなければならなかった待った

なしの現実です。利用者には、映像で見る限り

「フィリピン人だから」という不満があった形跡

は感じられません。ケアには満足していたようで

す。

くすのきの郷は悪徳事業者か？

　柏木洋子施設長はこの問題を区に「自白」して、

状況をどう解決していけばいいか相談しました。

区はあわてて当面の員数を合わせた上で、都に報

告。都は慌しく事業者への監査を行い、「悪質」

と断定して一発取り消しを行ったのです。しかし、

その間、利用者・入居者へのヒヤリングや配慮は

あったのでしょうか？

　処分発表後、家族会は「入居者は喜んでいた」

「今後も人手不足は解決されない」と猛反発。区

と都に処分の撤回を申し入れました。しかし「事

情は分かるが法律違反」という答えしか返ってき

ません。柏木施設長は懲戒解雇となりました。区

の運営する他の３つの特養と８カ所のデイサービ

スも「連座制」の適用を受け、指定を取り消され

ます。文京区は当該施設を民間に売却、介護事業

処分にいたる経緯

　「くすのきの郷」(定員100人／ショート定員８

人)は文京区が平成４年に開設しました。当初か

ら運営は社会福祉法人同胞互助会(昭島市)に委託

し、現在は指定管理者にしています。今回の経緯

は概ね次のとおりです。

サービスは充足させたい
しかし、人手が集まらない

　介護保険制度の下で苦闘する施設事業者の姿が

見えてきます。

　・人員配置基準が厳しくなった

　・介護報酬が減額になった

区の指導、都の検査、監査、聴聞等

この間、２度の都の指導検査
2006年４月介護保険法改訂で減収

不正請求のはじまり

2002年４月。
フィリピン人ボランティアを夜間勤務に繰り入
れ、区に「基準を満たした」と虚偽の報告。

　６月18日、文京区立の特別養護老人ホーム「くすのきの郷」が、“介護報酬の不正請求”を理由に東

京都から指定取り消しの処分を受けました。一発取り消しという最も重い処分です。天皇ご夫妻が訪問

するなど“優良事業者”と評判だった施設で、一体なにがあったのでしょうか。

2000年４月。介護保険制度スタート
区の意向で新サービス(ショートステイ)を始め
た。夜間の人員配置基準が１人増となったが補
充できず、以後、報酬を減額されて受領。

求人活動不調／職員の退職も発生
区は適切な方策を取らず

月給の比較（2004年厚労省調べ）

全産業平均 330,000円

介護職員 208,000円

年収の比較（2004年厚労省調べ）

全労働者平均 453万円

男性介護職員 315万円

2007年６月18日。
都が区に対し、介護保険事業者の指定取り消し
処分。

2007年２月。
柏木洋子施設長が区に報告し、この件が判明。

る」から営業を停止するわけには行かなかったの

です。その時期、竹内伊代さんも手首を骨折し、

菜の花の訪問看護を受けていました。手厚いサー

ビスに満足していました。澤田さんが「受け取っ

た料金を返納に行く」というので、「サービスは

受けたのだから返納しないでいい」と言いました。

しかし「一軒、一軒訪問して返納するよう言われ

ている」と、お金を返しにきました。

　澤田さんが「違反の期間中」に行ったサービス

は「なかったこと」なのでしょうか。欠員が補充

できない間、人員をやり繰りして懸命に患者に向

き合った、その行為は「なかったこと」なのでし

ょうか？　利用者の現場・状況までを都は「監

査」したのでしょうか？

　「それなら、この仕事を止めてもいい」と言う

澤田さんに、東京都の監査担当者は「それは困

る」といったそうです。この仕事の担い手が非常

に少ないからです。利用者からのヒヤリングもせ

ずに行う「処分」。コムスン、くすのきの郷、菜

の花･･･。同列には論じられないのではないでし

ょうか。

の運営からは撤退したいとの意向がうかがえます。

　コムスンの場合、「介護を食い物にした」とい

う批判は的外れとは言えません。しかし、くすの

きの郷が“悪質”と言い切れるのでしょうか。

介護業界の今

　2006年４月に施行された改正介護保険法によっ

て、「介護保険サービスの利用(給付)の制限」が

行われています。サービスを利用したい人には要

介護認定を厳しくし(なるべく要支援や介護予防

に振り向ける)、軽度者へはさまざまな“制限”

を設けました。「生活援助が１時間で帰ってしま

う」「要支援者が電動ベッドを借りられなくなっ

た」といった混乱が起きています。

　事業者に対しては重度のサービスに対する単価

を手厚く設定し、軽度のサービスを抑制するよう

誘導しています。訪問介護事業では、報酬単価の

安い“家事的なサービス”を３割以下に抑え込ま

ないと赤字になるといわれています。みずほ証券

の調べでは、訪問介護事業所１カ所あたりの平均

月売上高は2003年５月で292万円だったのが、

「改正」後の2007年２月には195万円に減少して

います。ワタミの社長は「営利企業としては訪問

介護に出て行こうという気にはなれない」と話し

ています。

不正を摘発された者がすべて“悪質”か

　目黒区で菜の花訪問介護ステーションを運営す

る澤田香代子さんも昨年、不正を指摘され、東京

都から「３か月分の報酬返還」を求められました。

看護師の欠員が出た際、募集が間に合わず、３ヶ

月間、人員基準を満たせなかったのです。しかし、

その間も澤田さんのステーションは24時間対応で、

休日や夜中でもフル稼働していました。「違反は

分かっているが、目の前の困っている利用者がい
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目黒区の特養

目黒区内には６つの特養があり、定員は504人で
す。他に区外の15の施設(定員285人)と利用契約
を結んでいます。合計789人の定員に対し、待機
者は約1000人です。新たに特養を整備する計画
はありません。

北部(３カ所) 260

東部(１カ所)  54 

中央(０カ所)   0 

南部(１カ所)  90 

西部(１カ所) 100 

合計(６カ所) 504 (15カ所)  285

西東京市／東村山市
西多摩郡／八王子市
昭島市／福生市
あきる野市／青梅市
稲城市　

区内 区外
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ミニデイのアルバムalbum ミニデイのアルバム album

ミニデイの後、中目黒スクエアの玄関前で
記念撮影。今までここで撮ったことありま
せんでしたね。

4月20日4月6日
今年のお花見、主役は笠原マロン。
飼い主と同じ顔。
春爛漫の祐天寺。勢揃いした頭達。
声を合わせての「木遣り」は見事でした。

手話ダンス。
永澤さんの“の～びのび体操”
迫力満点。

香港園。良い天気だったので、玄関前
でもパチリ。いいお顔してますねえ。

♪

5月18日

6月1日



コムスンのほほえみ都立大学

　４月１日付で(株)ケアサービスの「デイサービ

スセンター鷹番」が閉鎖されました。認知症デイ

が「地域密着型サービス」に位置付けられてから

初の事業所廃止です。廃止の理由は「事業方針の

変更」ということです。同事業所は17年５月に基

本デイとの併設で営業を開始しましたが、わずか

２年での廃止です。基本デイは存続します。

　この事業所はたけのこの会員も利用していまし

た。２月末に「閉鎖のため別の事業所を探してほ

しい。見つからない場合は紹介する」との申し入

れがあったそうです。しかし、事業者の一方的な

都合でサービスの継続できなくなったわけですか

ら、責任をもって替わりの事業者を紹介するべき

です。

　代替の受け入れ先は結局見つかりませんでした。

幸い特養の入所が決まったため安堵しましたが、

その間の４ヵ月、家族は大きな負担を強いられま

した。このようなケースでは「利用者保護」を最

優先にしてほしいと思います。

　６月、厚生労働省はコムスンに対し、2008年４

月以降の「指定打ち切り」を通達しました。コム

スンは全介護事業からの撤退を決め、９月初旬ま

でに売却先を決定したいとしています。ニチイ学

館、ワタミなどの大手事業者が買収に名乗りを上

げています。

　「コムスンのほほえみ都立大学」は2005年２月、

目黒区初のグループホームとしてオープンしまし

た。２ユニットで18人の認知症高齢者が暮らして

認知症対応デイ
「デイサービスセンター鷹番」閉鎖

コムスンの指定取り消し処分
都立大のグループホームでは

トピックス
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います。今回の問題は６月の家族会で説明があり

ました。利用者へのアンケートも実施されていま

す。本社の情報は入ってこない様子ですが、現場

では売却先が決まるまでは建て直しに努力すると

話しているそうです。この問題を理由にしての職

員の退職も、入居者の退去も起きていません。事

件以降、ケアの質はむしろ上がっているとのこと

です。

　在宅系の事業は地域ごとに分割譲渡されるよう

ですが、グループホームは一括での売却が有力で

す。環境の変化にとても弱い認知症高齢者です。

「利用者保護」を第一に、今後の対応を慎重に進

めてほしいと思います。
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※各回とも定員50人

　　日程　　　地域　　　　会場

７月26日(木)　東部　総合庁舎大会議室

８月21日(火)　南部　目黒本町社会教育館

８月30日(木)　北部　東山社会教育館

９月５日(水)　西部　パーシモン小ホール

９月６日(木)　中央　中央町社会教育館

予　告

と　き　2007年９月30日(日) 午後１時30分スタート

ところ　中目黒ＧＴプラザホール

内　容

ミニデイ＆認知症介護相談・交流会
第４回「たけのこ広場」

■介護者の交流会

■コンサート

■ミニデイサービス

■講演会「認知症にどう向き合うか」
　宮永和夫(ゆきぐに大和病院院長)

■個別相談会(予約制)
　楢林洋介(楢林神経内科クリニック院長)
　保健師、福祉士、看護師

区民対象サポーター養成講座の日程　(前期)

当日は「ミニデイサービス」を開催します。
認知症のご本人も一緒に、ご参加ください。

参加無料

　国は平成21年度末までに、全国で100万人の

“認知症サポーター”を養成する計画です。認知症

サポーターには認知症の人や家族を地域で支える

ことが期待されています。目黒区は2000人の認知

症サポーターを養成する計画で、今年度中に５地

区で各２回の区民向け養成講座を開きます。申し

込みは各包括支援センターで受け付けます。別に

区の職員向けの養成講座も順次行われます。

　これに先立ち、５月22日、「認知症キャラバン

メイト連絡会」でサポーター養成講座の細目が発

表されました。養成講座は各回ともキャラバンメ

イトが講師となり、カリキュラムに従い約90分の

認知症サポーター養成講座
今年度中に５地区で延べ10回開催

コースで行われます。最後の20分は「家族会から

伝えたいこと」として、たけのこのキャラバンメ

イトが担当することになりました。

　この後、認知症サポーター100万人キャラバン

では10月２日に「キャラバンメイト養成研修」が

行われる予定です。



目黒認知症高齢者と家族の会  たけのこ

□ミニデイサービス＆家族会
　・第１・第３金曜日 ９時半～12時
　　中目黒スクエア 3719-0694
　・ミニデイ参加費
　　会員無料、ビジター１回300円
　　※見学・下見はご自由に。無料です。
□年会費
　・一般会員 3,000円(家族単位)
　・協力会員 1,000円
□連絡先
・たけのこ(幹事・竹内弘道) 3719-5527
・目黒保健センター 5722-9504
・東部保健福祉サービス事務所 5722-9702
・目黒区社会福祉協議会 3714-2534

たけのこホームページURL

http://takenoko.kazekusa.jp/
e-mail　takenoko＠kazekusa.jp

ホームページ

開設しました！

　 ４－６月の活動から
■目黒川のお花見
　４月６日。桜は満開、絶好の花見日和でした。

18人に笠原家の愛犬マロンを加え、目黒川の側道

を区民センターまで往復。その後は中目黒スクエ

アで境野さんと宮崎さんのリードで音楽活動を楽

しみました。

■祐天寺の「江戸消防の供養法要」
　４月６日。お花見の後、有志で近くの祐天寺へ

行きました。毎年この日は、東京中の「江戸火消

し」の頭(かしら)が集まり、火災や水難で被害に

遭った人たちの供養法要が営まれます。境内の

「消防供養塚」前に整列して読経した後、木遣り

の斉唱。祐天上人は八代将軍吉宗とともに江戸の

消防制度の礎を築いた人だということです。

■グループ・アミカの手話ダンスを鑑賞
　５月18日。伊良原先生の指導で、まず脳の機能

を刺激する指体操などのウォーミングアップ。メ

ンバーのみなさんによる手話ダンスを鑑賞した後、

全員でダンスの練習をしました。

■香港園の食事会
　６月１日。25人が集まりました。新しいメン

バーも加わり、楽しいひとときを過ごしました。

■認知症サポーター養成講座の学習会
　６月15日。包括支援調整課・西尾純二係長から、

２月に行われた「認知症キャラバンメイト養成研

修」の概要が報告されました。今年度はキャラバ

ンメイトを講師役に「認知症サポーター養成講

座」がスタートします。

 　 
　  ひと・往来
■社会福祉協議会の新担当・島井瑞穂さん
　４月から社協の担当者が変わりました。前任の

人人

川村さんと交代で総務課から異動した島井瑞穂さ

んがたけのこの担当になりました。

■雑誌「かいごの学校」の取材
　４月６日。日本医療企画発行の「かいごの学

校」・秋山晴康さんがお花見の取材に来ました。

その後の祐天寺まで見ていきました。

■「ノーマのまち」の取材
　４月６日。コミュニティデザイン研究所・松岡

智美さんがインターネット上の仮想の町「ノー

マ」の取材に来ました。

　 ホームページから
■「ノーマのまち」
　インターネット上の仮想コミュニティ「ノーマ

のまち」が４月１日からスタート。その放送局で

たけのこの活動が紹介されました。

■メールマガジン「傾聴生活」
　「傾聴生活」５月３日号でたけのこが紹介され

ました。

□保健センター主催家族会の予定
　すみれ会　目黒保健センター　5722-9504

　　　　　　第２金曜日 9:30～11:30

　　　　　　　９月14日　12月14日

　　　　　　　10月12日　２月８日

　　　　　　　11月９日　３月14日

　すずらん会　碑文谷保健センター　3711-6446

　　　　　　奇数月 第２木曜日 13:30～15:30

　　　　　　　９月13日　１月10日

　　　　　　　11月８日　３月13日


