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コンビニの味噌汁が必需品。特に夜勤のときは休憩のたびに食べたりもするので、何種類
か用意していきます。介護の仕事はまだまだ知らないことがたくさんあるから、もっと力をつけた
い わさわ み のこ

い。岩澤美濃子さんは入居時からケアをさせていただている方です。一時期、パーキンソン
病の進行にともなって覚醒不良や不随意運動などで苦しまれることが多くなり、会話も困難な
状態で、発語が少なくなってしまったことがとても悲しかった。まずはとにかく生活基盤を整え

味噌汁

ようと、上司やスタッフに相談しながら、毎日24 時間の生活記録をかかりつけ医にも共有し
て、内服薬や食事、睡眠、排泄、入浴、居室環境、車椅子などさまざまな面からアプローチし
て、最近少しずつ状態がよくなってきたんです。この写真は、久しぶりにお化粧をしたときのも

キムチ 鍋

の。以前のような笑顔を見せてくれて、すごくうれしかったですね。施設内の自動販売機で飲
み物を買うのが好きな方だったので、次は、一緒にそこまで行くのが目標です。
休みの日はタブレットで音楽をガンガンに流したり、YouTubeでサッカーやバスケの動画を
観ています。食事はだいたい一人で鍋料理。特にキムチ鍋にハマッていて週 2〜3 回は食べます。
自宅に鍋がないのでフライパンですが（笑）。基本的にインドア派だけど、こんどのリフレッシュ
休暇は車中泊の旅行で東北に行ってみたい。去年クルマを買ったんです。大きくてかっこい
いのが欲しくて、クルマに詳しい職場の先輩にいろいろ教えてもらって、
トヨタのエスティマを
選びました。買って早速 2か月で車体をコスッてしまったときは、気持ち的にかなりヘコみまし
たね……。今後はカスタムをしていきます。
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インドネシアに介護学校をつくりたい！

優しさはつながっていく

ケアサービスワーカー アワンさん

これまでと変わらない家族との時間

名上セイさんを囲み、写真左から和夫さん、武男さん（長男）、義夫さん、百合子さん

新品種の落花生「Qなっつ」も売り込む。

ながみ

名上セイさん（93 歳）は、2017年 3月から「杜の家くりもと」の特

インドネシアのロンボック島出身のアワンさん（30 歳）は、現地で

別養護老人ホームに入居されている。
「うちの若い衆は働き者で、本

看護師として3 年間働いた後、EPA（日本・インドネシア経済連携

当にいい子どもらだよ」と、お子さんたちのことをいつも職員に教え

協定）介護福祉士候補者の 9 期生として2016 年に来日した。

てくれる。今回は、次男の和夫さんと三男の義夫さん、長女の百合子

初めは大阪の介護施設で働いたが、あまり知り合いがいなかった。

かずお

よし お

ゆ りこ

さんにお話を伺った。

資格取得のために、毎日一人で YouTube のフィリピン人向けの講義

名上さんは千葉県香取市で 7人兄弟の４番目に生まれた。25 歳で

を見て勉強に励んだ。
「年金や保険の制度は本当に難しい。何回も

農家に嫁ぎ、農業を営みながら4人のお子さんを育てた。和夫さん

同じ動画を見ました」と、大変だった当時を振り返る。介護福祉士

は、
「家事や義理の兄弟の面倒など、自分たちから見たら大変だと思

国家試験にはストレートで合格した。

うことも、愚痴をこぼさずやっていたな。家族思いで、自分のことな

資格取得後は、都内の施設で働く同郷の友人と助け合いながら

んかは後回しだったよ」と当時を振り返る。
「いつも近所の人を家に

生活をしたいと考えるようになった。また、
「ユニット型」の介護施設

呼んで、お茶飲みをしていたなあ。人に喜んでもらうのが好きだった

で働いてみたいと思い、転職を決意した。
「杜の家やしお」には、イ

と思う。本当に優しい母だった」と義夫さんの言葉からも名上さんの

スラム教の女性がジルバブをかぶったまま仕事ができたりお祈りがで

人柄が伝わってきた。

きるなど宗教への理解があったことから、2020 年 8月に入職した。

お子さんたちは、感染症対策の面会制限をする前は毎日のように

「杜の家やしお」はインドネシア出身の職員が多く、すぐに打ち解

面会に来られていた。今は２週間に1度の面会になっているが、
「この

けた。
「お互いの家に行ったり、ご飯に行ったりしています」
。現在は、

ような状況でも、直接母に会

自身の経験から介護福祉士候補者に対して資格取得のためのアドバ

えることはありがたいです」と

イスを行うなど、助け合いながら生活している。

百合子さんは話す。

休日には、インドネシアに住む友人が地元にオープンするレストラ

優しい言葉をかけ合い、こ

ン用の、
「予約・配達管理アプリ」を開発している。
「Uber Eatsを

れまでと変わらず一緒に過ごす

単純にしたようなアプリです。専門の勉強をしたことはないですが、

時間を大切にしている名上さん

趣味のようなものです」と多才な一面が見える。

ご一家。お子さん思いの名上

「実家の父親や、大学に行っている弟の学費の支援をしながら、そ

さんだからこそ、お子さんたち

のうちインドネシアに友人と日本語の介護学校をつくろうと話してい

も母親思いになっていると感じ

ます。ユニットケアをやってみて、1 対 1で入居者さんに向き合う時間

た。ご本人が一時的にでも自宅

が増え、介助方法もさまざまなので勉強になっています」と笑顔で話

で過ごせるように、介護職員と

す。その姿に、家族への思いや困難なことも乗り越えてきた彼の強

してお手伝いしたい。
名上セイさんのお若い頃。隣にいるのは夫の忠さん

さを感じた。
text : ISHIMA Taro

text : OHASHI Miyuki

香取市の森林に 2,000メートルの作業道をつくりました
「栗源第一薪炭供給所」
（通称・1K）では、千葉県香取市沢地区
かん ば つ

森林の維持管理だけではなく、地域の産業や仕事の可能性が広がる

の森林の保全活動を行っています。間伐や下草刈りなどを行い、間伐

ことにもつながります。30 年後の地域の風景をつくりたい！私たちの

した木材は薪に加工しています。2019 年秋の台風で倒木が相次ぎ、

挑戦は始まったばかりです。

電線を破断する原因となり、放置された森林が問題になりました。
そこで、2020 年 4月に「香取市持続可能な森づくり協議会」を設
立し、持続的な森の管理と森を育てる活動を地域の森林所有者とと
もに協働で行っています。福祉楽団はその事務局を行っています。
2020 年度の具体的な活動は、軽トラックが森林に入れるように
作業道をつくること。森林の管理をやりやすくし、間伐した木材を
搬出するためには作業道が必要になります。千葉県の「森林経営管
理集落支援モデル事業」の認定を受けて、2020 年 11月から2021
年2月までに2km 以上の作業道を敷設しました。作業道づくりには
技術が必要です。北海道と奈良県から技術者を招いてやり方を教わ
りながら進めてきました。
森林の作業は、パワーショベルやチェーンソーなどの機械を使う
ので、危険も伴います。それを安全に行い、障害のある人など、さま
ざまな人が作業に参画できるように環境をやシステムを整えることは、

杜の家くりもと
非常用発電機が復旧しました

text : TERUI Dai

職員の待遇改善をすすめています

2019 年秋の台風により「杜の家くりもと」の非常用発電機は損傷

労働環境

し、使用できない状態が続いていましたが、このたび復旧工事が完
了しました。これにより、停電しても給水ポンプや照明、コンセント

退職金制度

福利厚生

評価制度

教育制度

のほか、一部エリアの空調機も使用できるようになっているほか、
長時間の運転ができるように 500ℓの燃料タンクも付設しました。
「杜の家くりもと」は福祉避難所の指定を受けていますので、地域の
人にとっての安心で
きる拠 点となるよう
引き続き災害対策を
すすめてまいります。

給与制度
より良い職場環境に
ついての意見交換

職員から声を集めて労働者の
代表たちと議論を重ねました

2021 年 4月から、人事制度をさらに充実させることになりまし
た。目玉施策は、休日数が３日増えることです。これにより、リフ
レッシュ休暇を含む年間休日数は最大 116日となりました。そのほ
か、
「ガクダンマイル」の運用の見直し、キャリアラダーの充実などを
行っています。今回の制度見直しは、社内のプロジェクトチームで
検討をすすめてきました。これからも、選ばれる会社、職員の持てる

非常用発電機の皮相電力は 175kVA で、
総工事費は約 4,300 万円

text : KYUKO Hirotaka

力を伸ばしていく会社を目指していきます。

text : HARADA Takayuki

TOPICS

C O V ER S TORY
杜の家なりた 施設福祉サービス部 ケアサービスワーカー

古山弘人さん

01

新入職員研修を修了しました

2020 年度の新入職員研修は急遽オンラインに変更するな
どして2月9日に全課程を修了しました。17 名全員が職種に
かかわらず介護職員初任者研修資格を取得しています。

02

清水基金の助成が内定しました

栗源第一薪炭供給所の木工機械の整備費として700 万円
の助成が決定しました。2021 年度中に機械を整備し、障
害のある人の仕事として家具づくりを行う計画です。清水基

古山さんは新潟県佐渡島で生まれ、都内の大学に通うため島を
飛び出した。福祉楽団には新卒で入職し今春で３年目になるが、入

金は、清水建設社長清水康雄氏によって「社会福祉に尽く
したい」という思いで設立されたものです。

職を決めた理由は最終的には ノリ だった。クールながらも仕事や
ケアに熱い心を持つ古山さん。その熱さとフットワークの軽さを活か
して前進あるのみ！
text : HARADA Takayuki

VOICE
ご利用者やご家族などからハガキやメールなどで

03

施設の修繕工事をすすめています

2019 年台風災害等による復旧工事及び、老朽化による
修繕工事をすすめています。ご入居者の一時的な移動、騒
音や工事業者の出入りがあります。ご迷惑をおかけします。

寄せられた「声」に対して、職員がお答えします。
ご意見

「杜の家くりもと」居宅介護支援・訪問介護・デイサービス
父の具合が急に悪くなって不安で介護が苦しかった時、希望に
合った対応をしてもらい、感謝の気持ちでいっぱいです。

●杜の家くりもと
内容 照明の取り替え、床の張り替え
時期 2021 年 4月上旬まで

お答えします

●杜の家なりた
内容 中庭のコンクリート打設工事
時期 2021 年 3月末まで

飯島 啓子

●杜の家やしお
内容 非常用発電機復旧工事
時期 2021 年 3月上旬まで

杜の家くりもと
地域福祉サービス部 居宅介護支援 リーダー

ありがとうございます。
ご本人の暮らしが今より少しでも良くなり、住
み慣れた地域でご本人らしい生活を続けられるよう、
お手伝いした

特別養護老人ホームの面会制限に
ご協力ください

ご意見

いと考えております。
これからもよろしくお願いいたします。

04

「杜の家やしお」特別養護老人ホーム

3月1日現在、1日あたりの面会者を2 組に制限させていた
だいております。面会の際は電話での予約をお願いします。

毎日がさみしいので、1 か月に 2 〜 6 回くらいは家に帰ってくること
を望んでいます。よろしくお願いします。

お答えします

05

石川 大輝
杜の家やしお

介護保険制度改正による手続きがあります

2021 年 4月1日から介護保険制度、障害者総合支援制度
が改正されます。これにより、重要事項説明書の交付など

副施設長

感染症対策で面会や外出に制限が生じ、
ご本人やご家族の皆さ
まが寂しい思いをされていることについて、心苦しく思います。状況

事務手続きがあります。順次ご連絡をさせていただきますの
で、ご協力をお願いいたします。

に応じて、
ご自宅で過ごす機会がつくれるように考えていきます。
※掲載しているご意見の内容は個人情報の保護の観点から編集をしています。
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