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発行：ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟 
   〒951-8065 新潟市中央区東掘通 2-481 TEL：025-225-9425 ／ FAX：025-224-8825 
   URL：http://www2.plala.or.jp/sasaeai/ MAIL：sasaeai@cpost.plala.or.jp 

第 ５ 号 

2008 年１月発行 

ささえ愛きたかみ「楽しい昼食の風景」

明けましておめでとうございます。 

ささえあい生協 理事長 黒岩 卓夫

 私たちの「ささえあい生協・新潟」が生まれてから 3 回目の新年を迎えました。私たちは高齢者生協の仲

間の一人として、福祉・仕事おこし・生きがいの 3 つの目標を掲げています。それらに共通に流れるものは

共同の精神でもあります。 

 私たちはまず介護事業を中心として経営基盤の確立も考慮して、地域密着型の多機能介護センターを粟山

につくりました。新潟市での第 1 号でしたが悪戦苦闘の末ようやく明るい先をみるまでになりました。そし

て第 2 号店を秋葉区に昨年 12 月オープンし、さらに第 3、第 4 号の計画も進めています。 

 また“仕事おこし”や“生きがいづくり”も少しずつ市民の皆様とのかかわりを持てるようになりました。
 私たちの生協は「ささえあいコミュニティ」と銘打つように、新しいコミュニティづく

りが理念です。コミュニティとは文字通り人と人とのつながりです。 

 一方社会情勢は戦後 60 年を経て日本社会に深刻な変容をもたらしています。それは日

本列島に縦横に走る亀裂や国民の心を切り裂くような多様な格差です。都市部と農村部、

大企業と小企業、個人所得など、そして家族間、とりわけ老人と若い世代の間などです。

 私たちは生協活動を通して、新しいコミュニティ「安心して子育てができ、老いても障

がいがあっても、自分らしく暮らし続けることができる」地域をめざしたいと思います。

今年もよろしくお願いします。 

２月３日（日）午後６～７時

ＮＨＫ教育「日曜フォーラム」黒岩理事長ＴＶ出演！ 
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「ささえ愛きたかみ」
管理者 山際 久子

 民家を改築したアットホームな空間で、皆様に親しまれる介護事業所を目ざして、

昨年 12 月 2 日に開所しました。 

 利用していただける方がいらっしゃるかどうか心配でした。しかし、1 ヶ月を過

ぎたころには、職員の態勢が追いつかないくらい多くの方に利用していただいてお

ります。皆様に満足いただけるところまではまだまだ行きませんが、職員一同、心

を一つにして頑張っております。暖かく見守っていただければ幸いです。お近くに

おいでの際は、是非お寄りください。お待ち申し上げます。 

＊「ささえ愛きたかみ」は、ささえあい生協の小規

模多機能型居宅介護事業所としては２つ目のもので

す。ケアマネジャーの荒木雅子さん以下、ほとんど

の職員は地元に居住する者です。 

「ささえ愛きたかみ」 

〒956-0861 

新潟市秋葉区北上 2-13-7 

TEL/FAX：0250-24-4712 

～「ささえ愛きたかみ」オープン ～

 
０５年９月に立ち上げた「ゆあほーむ」が、まもなく２才半を
数えます。昨年９月２周年を期に、ブログを立ち上げました。 

毎日曜の開催の様子などをアップしています。是非折にふれて
お訪ね下さい。コメント楽しみにお待ちしています。 

ボランティアに関心のある方はいつでもお声かけ下さい。 

心の介護の「ささえ愛 ゆあほーむ」ブログ http://yuahome.air-nifty.com/ 

「ささえ愛ゆあほーむ」栃倉 幸一
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～「ささえ愛あわやま」外部評価を実施 ～ 

「ささえ愛あわやま」 

管理者 神保 桂子 

 地域密着型サービスは、サービスの質の確保と向上のため、外部評価を活用し

改善に取り組んでいくことが義務付けられています。 

 

 「ささえ愛あわやま」では、平成１９年１１月１９日に初の外部評価結果報告

を受けました。すでにインターネットにおいて公表されていますが、ご利用者様

やご家族様に対してのアンケート調査、事業所からの書類提出、調査員による事

業所訪問調査などがありました。 

 

 どんな結果報告か多少不安もありましたが、初めての外部評価としてはたいへ

ん良い評価をいただきました。今後も更に研鑽を重ね全職員で努力を続けていく

所存です。評価報告概要表から冒頭部分を以下に記載します。 

【外部評価で確認されたこの事業所の特徴】 

  

 「ささえ愛あわやま」は、平成１７年７月にボランティアが運営する任意事業所

として、通いと泊まりのサービスから始まった。その後、介護保険事業所として平

成１８年４月から再スタートし、介護保険法の理念である「利用者本位」のサービ

ス提供に取り組んでいる。 

 

 ・・・中 略・・・ 

 利用者が地域で当たり前に暮らす

ことを大切に、小規模多機能型とい

う柔軟性を如何なく発揮している事

業所である。 

 

 ・・・後略・・・ 

ささえ愛あわやま「クリスマスパーティー」

昨年７月より管理者 

となりました。 

宜しくお願いします。 
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かがやく熟年クラブ『遊学の会』 

石黒副理事に 
感想を伺いました 

地区協議会について 

 

 昨年６月会員相互の親睦とコミュニティづくりを目指し、地区協議会をスタート致しました。

 中央区・東区・北区合同協議会は１回開催致しました。その後は中断中ですが、これからも組

合員の皆さんからの継続するべきの声もあり、現在準備中です。 

 西区協議会は栃倉理事、清水・清野世話役の熱意で７月以降毎月開催し、活発な活動を続けて

おられます。地区協議会のモデルケースとして期待しております。 

 地区協議会の活発な活動が組合員様の拡大と、

ささえあい生協の発展につながるものと確信し

ております。組合員の皆様には、各地区協議会に

積極的にご参加頂き「みんなのささえあい生協」

として、育てて頂きたいと願っております。 

写真：‘08 年 1 月西地区協議会交流会
まちの駅近江にて

理事・阿部 登支雄 
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有難う御座いました。 
電子ﾋﾟｱﾉ寄贈 

網川原 田代昭安様ﾖﾘ 

 

 

からのお知らせ 
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～ 事 業 所 の ご 案 内 ～ 

お気軽にお問い合わせください 

ささえ愛あわやま 〒950-0843 新潟市東区粟山 3-1-20 

TEL：025-277-4302 ／ FAX：025-277-4302 
MAIL：nrk03119@nifty.com 

ささえ愛ゆあほーむ 〒950-2162 新潟市西区五十嵐中島 1-18-54 

TEL：025-262-5389 ／ FAX：025-261-2263 
ブログ：http://yuahome.air-nifty.com/  MAIL：yuahome@nifty.com 

ささえ愛こしん 〒950-2023 新潟市西区小新大通 1-4-19 

TEL：025-267-2551 

ささえ愛きたかみ 〒956-0861 新潟市秋葉区北上 2-13-7 

TEL：0250-24-4712 ／ FAX：0250-24-4712 
MAIL：sasaeai-kitakami@nifty.com 

ささえ愛わりの ～ 2008 年 12 月オープン予定 ～ 

介 事 

  業 

護 部 

千草の舎 

障がい者・児入所施設 

〒950-2011 新潟市西区大学南 2-19-34 

TEL：025-262-0432 ／ FAX：025-262-0432 

MAIL：tigusanosya19@alto.ocn.ne.jp 

 

 

 

しゃべり場かがやき 

〒950-0973 新潟市中央区上近江 3-36-34 

TEL：025-283-4982 ／ FAX：025-210-1501 

フリーダイアル：0120-970-116 
URL：http://www.magonote-niigata.com/ 
MAIL：mago@magonote-niigata.com 

非 事 

介 業 

護 部 
  〒950-0973 新潟市中央区上近江 1-5-13 

TEL：025-210-7870 ／ FAX：025-210-7875 

MAIL：pc@magonote-niigata.com 

「ゆあほーむ」がすばらしいのは「人としての尊厳が傷つけられることがない」ことです。

歳をとっても人は「人としてのプライド」を持って生きていますので。 

「ゆあほーむ」は安心できます。そして楽しいのです。それは高齢者をお世話する・される

の関係ではなく人として対等に接してもらえるからだと思います。 

スタッフさんのきめ細やかな心使いが行き届いていて、癒しの泉です。又新たな能力が磨か

れているようです。声を出して歌えるようになりました。歌う楽しみができました。楽しめる

ことが増えました。他の利用者さんが、ご自分を語れるようになったり、絵手紙がグンとうま

くなったり、そんな様子をみられるのも嬉しいのです。 

代表の栃倉幸一さんとの出会い、そして「ゆあほーむ」との出会いに感謝しています。 

貞島和子さん 85 才。背筋がピンと伸
びていて、活き活きとした表情でお話
してくださり、とても 80 代には見え
ませんでした。冒頭短歌も貞島さん作。

【ささえ愛ゆあほーむ】
新潟市西区五十嵐中島１
TEL:025-262-5389

http://yuahome.air-nifty.com/
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 後期高齢者医療制度は、団塊世代をターゲットにしている！？ 
 
 
 本年(平成 20 年)４月からスタートする「後期高齢者医療制度」について、新聞折込みなどで
パンフレットが配られはじめました。３月下旬には、75 歳以上(一定の障がいのある 65 歳以上)
の方に新しい保険証が交付されることになっています。 
 日本の医療・福祉･社会保障は、経済成長が鈍化しはじめたころから、次第に見直し論が台頭
してきました。そして、老人福祉法(1957 年)に盛り込まれていたわが国の古き良き伝統の「お
年寄りを大切に敬う」敬老理念は、老人保健法(1982 年)では削除され、さらに、今回の高齢者
の医療確保法」(2006 年)では「健康の保持」(老人保健法)を削除し、代わりに「医療の適正化」
を目的にしました。 
適正化とは抑制のことです。政府の「骨太方針 2006」は、社会保障関係費の伸びを 2007 年
から５年間で１兆 1000 億円(毎年 2200 億円)抑制するとしていますが、これは高齢化に伴う
自然増分です。つまり、高齢者が増えるにしたがって要する部分を削減していく、そうしないと
15 年後の団塊世代が後期高齢者になるころには破綻すると見込んでいるのです。 

そのほか同制度は、窓口の一部負担が所得に応じて１～３割になること、保険料が年金から天
引きされること(約８割の人)、保険者が市町村から広域連合になり医療費が増えると保険料が上
がる(２年ごと)こと、などの問題があります。この制度のように、年齢を区切った健康保険制度
というのは世界にも例がないそうです。そもそも年金など日本の社会保障給付費はＧＤＰ比
17.5％で、ドイツやフランスの 28％と比べて極端低率です。 

高齢期はどんな人でも健康に不安が付きまといます。安心して医療や福祉、社会保障を受けら
れるような社会にしていきましょう。(Ｕ) 

◆ささえあい生協の介護保険事業所３号店「ささえ愛わりの」を組合員の手で 
2008 年 12 月オープン(予定)

 
「ささえ愛あわやま」「ささえ愛きたかみ」につづいて、３つ目の小規模多機能型居宅介護事

業所を計画しています。1 月 18 日に新潟市意向調査の書類を提出しました。 
意欲のある組合員の皆さんの参加(出資・労働・経営)を呼びかけます。地域の町内の役員や老

人クラブ・民生委員の方々のほか、そこで働いてみたい・ボランティアをしたい・家族に利用
させたいなど、どんなことでも結構です。一緒に地域で話し合い・相談し合い・支え合いつつ
進んでいきましょう。 

◆本部(事業支援室)・専務理事から 
 
(１)組合員拡大と増資にご協力を！ 
 1/10 現在の組合員数は 445 名です。当面、組合員 500 名を目指しています。組合員の皆
様の知人・友人に加入を進めてください。また、増資にご協力くださいますようお願いします。
 
(２)ささえあい生協の関連事業所で働いている職員は 52 名となりました(1/1 現在)。 

それらの職員の有する資格は、以下のとおりです。 
社会福祉士－１、社会福祉主事－２、介護福祉士－５、介護支援専門員－３、 
作業療法士－１、ヘルパー1 級－２、ヘルパー２級－28、准看護師－５。 

 なお、本年の国家資格試験に次の方々が合格されました。おめでとうございます。 

★ 介護福祉士：田中美保さん(ささえ愛あわやま) ☆ 介護支援専門員：蛯原勝さん(理事) ★ 
 
(３)地域密着型サービス事業者の悩み 
 私たちは日々、利用者本位の介護サービスに心がけています。大勢の方を画一的にお世話する
のではなく、小規模事業所の良さを生かして、なじみの職員が一人ひとりの利用者様の個別ケア
を工夫しています。その結果「ささえ愛あわやま」では、要介護認定の見直しの対象となった利
用者のうち、３名の方々がいずれも状態が改善され、お二人が要介護３から２に、お一人が２か
ら１になりました。そのこと自体はたいへん喜ばしいことですが、それに伴い介護保険の給付額
が引き下げられます。 
 利用者様のケアを一生懸命にやればやるほど、経営は厳しくなるのです。これは矛盾です。私
たちは、国などの関係者に対して、こういう場合にはそのケアの努力の成果を正当に評価してい
ただき、何らかの形で報奨するような制度を創設してもらえないか、と強く希望する次第です。
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今号よりお手伝いしています。よろしくお願いします。(み)

今号より編集の仲間入りをさせて頂きました。親しみやすい会報を目指し
頑張ります。HP もリニューアル予定です。宜しくお願い致します。(ﾏｻﾐ) 

市民後見人養成・フォローアップ講座を開講して 
 

蛯原 勝（ささえあい生協理事・社会福祉士）
 

一昨年から市民後見人養成研修に取り組んでいます。一昨年は新潟で新規研修、昨年

は長岡で新規研修、新潟でフォローアップ研修、今年度は三条で新規およびフォローア
ップ研修（写真）を実施しています。これまでの新規研修受講者数は 100 名近くで、

そのうち９割近くの方が修了しました。フォローアップ研修の受講者は 40 名弱です。
 今後は、修了者の方が実際に成年後見を受任できる仕組みを作っていく予定です。組

合内部の組織体制を整備するほか、家庭裁判所などとも協議の場を設ける予定です。な
お、２月２日（土）に東京で、「市民後見人セミナー」が開かれます。このセミナーは、

市民後見人養成講座を受講し、成年後見制度の知識及び後見活動について学ばれた方
で、実際に後見活動を希望する方を対象に開催されます。セミナーでは、市民後見人と

して活動する際、どのようなことに留意すればよいかを勉強します。 

●市民後見人セミナー 
時間：午前 10 時 30 分～12 時 00 分 

（受付開始：10 時 00 分） 
会場：ニッショーホール（東京都港区虎ノ門2-9-16）

※地下鉄銀座線「虎ノ門」下車・３番出口徒歩５分
参加申込み：(財)シニアルネサンス財団 

FAX 03-3230-1772  までどうぞ。 

◆小規模多機能型居宅介護の事業者数が 

全国で 1.263 事業所になりました。 

(2007 年 12 月末現在)

新潟県内では 52 事業所
前号でお知らせした通り、昨年 9 月に新潟県小
規模多機能型居宅介護事業者連絡協議会が設
立されましたが、同協議会の第 1 回研修会が２
月 10 日に開かれます。関心のある方のご参加
を呼びかけます。 
 
と き：２月 10 日(日)13:00～17:00 
ところ：ＮＯＣプラザ 103 会議室 

新潟市東区卸新町 2-853-3 
内 容：①最近の行政情報  (小山剛さん) 

②事例報告Ⅰ「災害時における小規模 
多機能の実際と課題」 

(歌代晃さん・ももの木)
③事例報告Ⅱ「住宅併設の小規模多機 

能の実際と課題」 
(土田武千代さん・プラット笹崎)

参加費：500 円 ※事前申込が必要です 
(ささえあい生協へどうぞ) 

行政･介護･福祉･法律･保険から 
その他パソコン操作などまで、 
「なんでも」や「今さら」のご質問をお受けし、 
毎号こちらのコーナーにて出来る限りの回答したいと
思います。皆様からのご質問、お待ちしております。 

2 月 3 日(日) 黒岩理事長ＴＶ出演

ＮＨＫ教育「日曜フォーラム」
午後６～７時

テーマ：人生を支える医療～地域が育みつなぐいのち

 
2 月 27 日(水)                 

午後 1 時半開場 ／ 午後 2 時開演 

木戸銭：300 円先着 30 名様 
(65 歳以上､お子様､組合員 無料) 

会場：秋葉区北上 2-13-7 
「ささえ愛きたかみ」 

問「ささえあい生協」 担当・高見 
TEL:025-277ー4309／025-225-9425 まで 

 
5 月 18 日(日) 2008 年度通常総会 

会場未定 

☆ 理事蛯原氏ブログ <ケアマネライダー倶楽部>  http://motor.geocities.jp/caremanagerrider/top ☆


