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第1号

住みなれたまちで

社会福祉法人すこやか福祉会理事長

竹森 チヤ子
あけましておめでとうございます。
日頃よりすこやか福祉会にご協
力・ご支援いただきまして心から感謝申し上げます。
1998 年 2 月に社会福祉法人すこやか福祉会を設立
し、今年で 9 年目を迎えます。この間、一貫して「安
心して住みなれた地域に住み続けられること」をめざ
して、医療と福祉のネットワークづくりに努めてきま
した。また、子どもたちが健やかに育つように、そし
て高齢になっても障害を持っても、安心して住み続け
られるようにと、東京都東部地域を中心に活動の輪を
ひろげてきました。
昨年 8 月には、高齢者の在宅ケアを中心的な事業

２００７年１月１日

として活動しています株式会社ファミリーケアとの事
業合同を行いました。これにより、保育園、学童保育
クラブ、
特別養護老人ホーム、
デイサービスセンター、
訪問介護、グループホームなど事業所数も職員数も倍
加いたしました。倍加に見合う内容になるよう、そし
て地域の方々が安心して住みなれたまちにくらし続け
られるよう、職員一同奮闘していく所存です。
今年もよろしくお願いいたします。
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２００７年１月１日

株式会社ファミリーケア 代表取締役 龍 良子

昨年８月にやっと合同することができました
株式会社ファミリーケアは、厚生省補助金事業「訪
問看護ステーションによる 24 時間在宅ケアモデル事
業」を医療法人財団健和会の訪問看護ステーションと
協同でおこなうにあたって、介護サービスを担当する
会社として 1994 年に設立しました。
また、すこやか福祉会は、1998 年葛飾区にこばとの
森保育園開設と同時に設立し、
「住みなれた地域に特別
養護老人ホームがほしい」という期待に応えて、2001
年 4 月に「葛飾やすらぎの郷」を開設しました。
在宅ケアを中心としたファミリーケア、施設づくり
を中心としたすこやか福祉会と任務分担した感のある
２つの法人ですが、昨年８月１日やっと合同すること
ができました。
法人合同に向けて一昨年から準備
この間２つの法人では、先に出発したファミリーケ
アにならい職員の労働条件や採用条件を同じくし、職
員研修や新卒採用も一緒におこなってきました。すこ
やか福祉会で開設する訪問介護の事業所の名前も「フ
ァミリーケア○○」とし、ファミリーケアの仲間と一
緒に会議に参加し、ユニフォームも同じものを使用し
てきました。それでも、葛飾やすらぎの郷開設から５
年もの間別々に運営していたため、違いもでてきてい
ましたが、合同に伴って一昨年から少しづつ準備をす
すめてきていました。たとえば諸活手当ての運用範囲
を決めたり、会議開催の仕方を統一したり・・・。だ
から合同することになっても、何も変わらないという
現象や、
どこが変わるのかという疑問も生じています。

質の維持、職員育成・・ 課題は山積
８月に合同した部分は、
東京にある事業所だけです。
埼玉・千葉の事業所は引き続き㈱ファミリーケアが運
営しています。すこやか福祉会は１９２人の職員が移
籍入職し、事業所数も大幅に増えました。しかし大き
くなった分だけ課題は山積みです。こんなに急増した
職員と事業所をどのように維持管理していくのか、も
ともと厳しい経営をどう立て直していくのか、質の維
持はどうするのか、職員育成をどういう手立てで行っ
ていくのか、大変大きな課題です。
今まで培ってきたエネルギーと地域からの信頼で
幸い質の維持は訪問介護や通所介護で ISO9001（国
際的な品質管理規格）を取得しています。過日行われ
た介護事業所の情報公開調査でも、ISO 取得の部署で
は調査されたすべての項目をクリアしていました。ま
た、職員研修も健和会の介護職も一緒になって現任教
育や制度教育に取り組んできていました。着々と準備
してきたところもありますが、経営の課題は赤字克服
にあります、今年４月に行われた介護報酬の引き下げ
の影響を、デイサービスが強く受け大変苦戦していま
す。利用人数と回数を増やす、また、そのためにケア
の質を向上させることが必要です。ベッドをもってい
る特養やグループホームでは、ベッド回転をよくする
以外にはありません。
経費削減はもちろんのことです。
大きくなったすこやか福祉会は、ファミリーケアが
今まで培ってきたエネルギーと地域の信頼をプラスし
て、高齢者や障害者の生活と福祉を守る砦として、利
用者の皆さんや地域の期待に応えていきたいと思いま
す。今後とも応援をよろしくお願いいたします。
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11 月 18 日に開設祝賀会をおこないました

「認知症デイサービスよりみち」紹介
施設長 福留 孝枝
昨年１２月１日に足立区柳原にオープンした「より
みち」は、認知症の方対象のデイサービスです。２階
建ての民家を借りて、１日５人ぐらいの利用者数で行
います。1 人ひとりが能力を生かせるように、利用者
の方たちと一緒に買い物に行き、お昼は食事作りをし
ます。できることはやって頂き、できないことを職員
がお手伝いします。オープン初日の利用者人数は３名
でした。初日ということで、利用者の方達もやや緊張
していた様子でしたが、一緒に買い物に行ったり、食
事作りをしたりと楽しく過ごしました。
また、天気
の良い日は散
歩に行き、た
まには、大き
なお風呂に入
りに銭湯に行
くなどして、
過ごす予定で
す。
「また、よりみちに行きたい！ちょっとよりみちし
ていこうか！」などと、利用者の方たちが思ってくれ
るような、楽しいデイサービスにしていけたらと思っ
ています。
＜写真が間に合わず後姿の１枚になってしまいました。
「よりみち」
の状況が伝わるような写真を次号以降に追加でご紹介します。＞

認知症デイサービスよりみち
18 日(土)午後５時半から千寿の郷で開設祝賀会を
行い、約 80 名の方が参加してくださいました。
司会はグループホーム青戸の入居者の方が行い、食
事のおでんはグループホーム千住大川の入居者の方
が作ってくれました。また、焼きそばはグループホー
ムかねがふちの入居者の方がホットプレートで温め
てくれるなど、アットホームな雰囲気のなかで行うこ
とができました。
たくさんのご協力に感謝いたします。ありがとうご
ざいました。

福祉系新卒内定者のつどい第１弾
「ボウリング大会」開催しました。
葛飾やすらぎの郷事務長代理 中村 寛史
11 月 26 日の介護
活動交流集会の後、
今年４月入職予定の
内定者 18 名中 10 名
が参加し、先輩職員
10 名とともに合計
20 名でボウリング
大会を開催しました。
内定者同士、初顔合わせでしたので、はじめのうち
は緊張の面持ちでなかなか話も弾みませんでしたが、
徐々に打ち解け始めボウリングの後の交流会では、昔
からの友達同士の様に仲良くなり、交流会が終わって
からも帰るのを惜しんで、
話が盛り上がっていました。
私のときもそうでしたが、
４月入職予定の 18 名の内
定者のみんなは、これ
から先ずっと同期とし
て、時には仲良く、時
には叱咤激励していく、
とても大切な仲間にな
ります。入職して各職
場に散らばるとなかな
か会う機会も少なくなります。この機会を大切にし、
同期同士の繋がりを深めていただけたらと思います。
なお、３月３日(日)に「福祉系内定者のつどい」第
２弾（先輩職員との交流会）
、３月２８日(水)～３０日
(金)の３日間に「入職前研修」を行い、４月２日(月)
に入社式という予定です。内定者のプロフィール等は
次号掲載予定です。
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満足度の
足度の高いデイサービスをめざして
デイサービスをめざして
通所介護事業部部長
かばらﾃﾞｲｻ-ﾋﾞｽｾﾝﾀｰ施設長
多田 誠一

デイサービス部門は現在 11
ヶ所あります（うち三郷市の 2
ヶ所はファミリーケアです）
。
足
立区
（2 ヶ所）
、
葛飾区
（3 ヶ所）
、
墨田区（１ヶ所）
、江東区（１ヶ所）
、江戸川区（１ヶ
所）
、港区（１ヶ所）と徐々に広がってきました。さら
に、認知症デイサービスが新たに加わりました。
デイサービスは、介護保険対象で「日中ひとりでは
さびしいからお友だちを作り、楽しくすごしたい」
「お
家でお風呂に入れなくなったので手伝ってもらい入浴
したい」
「体がもう少し動けるようになりたい」などの
目的で、送迎、食事、入浴、生活リハビリのサービス

すこやか福祉会・ファミリーケアの施設・事業所
＊青字がファミリーケアの施設・事業所

２００７年１月１日

を実施し、要支援 1・2
の方も利用できます。
ご利用者さんからは、
「毎回行く日が楽しみ
で、待ちきれない」
「ぼ
んやり過ごしていたけ
ど、最近生き生きして
きた」
「久しぶりに歌っ
て元気になった」
「何十年も筆を握ったことなかったの
に、習字をやって花マルをもらった」
「お風呂が気持ち
よくて、さっぱりした」という声をきくと、職員もや
りがいを感じます。この他にも、季節ごとの外出（桜、
菖蒲、菊見物等）
、ボランティアさんの演芸、お誕生会
などのお楽しみ行事を色々企画しています。
ISO9001（品質管理システム）の認証を取得し、利用
者さんに満足度の高いデイサービスをめざして、皆さ
んのご利用をお待ちしております。
■デイサービス＜１２ヶ所＞
○新宿在宅サービスセンター(葛飾区新宿)

■特別養護老人ホーム葛飾やすらぎの郷(葛飾区新宿)

○デイサービスセンターすこやか(葛飾区青戸)

■こばとの森保育園(葛飾区東水元)

○デイサービスセンターかなまち(葛飾区東金町)

■学童保育クラブ＜２ヶ所＞

○かばらデイサービスセンター(足立区東和)

○金町学童保育クラブ(葛飾区東金町)

○千住大川デイサービスセンター(足立区千住大川)

○つばさ学童保育クラブ(葛飾区金町)

○デイサービスセンターかねがふち(墨田区墨田)

■訪問介護＜１８ヶ所＞

○在宅サービスセンター葛西(江戸川区南葛西)

○ファミリーケアすこやか(葛飾区青戸)

○デイサービスセンターなの花(江東区大島)

○ファミリーケア立石(葛飾区東立石)

○デイサービスセンターみたて(港区港南)

○ファミリーケア綾瀬(足立区東和)

○認知症デイサービスよりみち(足立区柳原)

○ファミリーケア柳原(足立区柳原)

○デイサービスセンターなごみ(三郷市鷹野)

○ファミリーケア北千住(足立区千住仲町)

○デイサービスセンター采女の里(三郷市采女)

○ファミリーケア西新井(足立区西新井栄町)

■グループホーム＜６ヶ所９ユニット＞

○ファミリーケアすみだ(墨田区墨田)

○グループホーム青戸(葛飾区青戸) ２ユニット

○ファミリーケア新小岩(江戸川区松島)

○グループホームかなまち(葛飾区東金町) １ユニット

○ファミリーケア葛西(江戸川区西葛西)

○グループホーム千住大川(足立区千住大川) ２ユニット

○ファミリーケア深川(江東区東陽)

○グループホーム福さん家(墨田区吾妻橋)

１ユニット

○ファミリーケア大島(江東区大島)

○グループホームかねがふち(墨田区墨田)

１ユニット

○ファミリーケア芝(港区新橋)

○グループホームみたて(港区港南)

○ファミリーケアみたて(港区港南)

２ユニット

本部事務局〒120-0036 東京都足立区千住仲町 14-4

○ケアステーションみさと(三郷市鷹野)

TEL 03-5813-9251

○ケアステーション戸ヶ崎(三郷市戸ヶ崎)

URL http：//www.sukoyaka-fu.or.jp

FAX 03-5813-9252

○ケアステーションみさと北(三郷市彦成)
○ケアステーション八潮(八潮市中央)

ようやく発行に

○ケアステーション松戸(松戸市馬橋)

たどりつきました。

■ファミリーケア訪問入浴(足立区千住大川)

年４回季刊で発行していく予定です。

■ケアサポートセンターみたて(港区港南)

雰囲気が伝わるようなニュースをつくっていきたいと思

■グループリビングみたて(港区港南)

います。ご意見お待ちしています。Ｋ

