
 

 
 

   

  

 2020 年 6 月から職場でのハラスメント防止措
置が義務付けられる。すでに国際労働機関（ILO）
は2019年に職場でのハラスメントを全⾯的に禁
止する国際条約を採択。対応と対策をきちんとし
ないと経営破綻に追い込まれる可能性もあり、就
業規則に明記し研修を⾏い全職員の意識を⾼め
防止することが求められている。 

 U ビジョン研究所は昨年から職員アンケート
調査に「ハラスメント」の項目を入れた。アンケ
ート調査によると、ハラスメントを受けたことが
「ある」人よりも「ない」と答えた人が多かった。
最も多かったのは、入居者からのセクハラで「胸
やお尻を触られる」「排泄介助の時に、気持ちえ
え。もっと触って」「体を触られる」などがあっ
た。パワハラでは上司から「好き嫌いが激しく⾼
圧的言動があった」「パソコンを取り上げられた」
「仕事ができないと言われた」「業務量以上に仕
事をやらされる」「きつい言葉で叱責や注意をさ
れ、⾒世物にされたこともある」「残業届を出し
ても認めないと、もみ消された」「ユニット内の
職員が固まって仕事をさせないようにしたり、逆
に過度に仕事をさせる」などが分かった。今後、
小さいことでも相談できる、しやすい仕組みと相
談されたら、すぐに対策を検討する体制が必要に
なってきている。 

 

でんでんむしのかなしみ 

美智子皇太后さまが、国際児童図書評議会で基
調講演された時に触れられたのが、新美南吉の童
話「でんでんむしのかなしみ」だった。 

一匹のでんでんむしがありました。 
ある日、そのでんでんむしは大変なことに気が

つきました。「今までうっかりしてきたけれど、
わたしのせなかのからのなかには、かなしみがい
っぱいつまっているのではないか」このかなしみ
は、どうしたらよいのでしょう。 

ともだちにききました。「わたしはもう生きて
いられません」「わたしは、なんとふしあわせな
ものでしょう。わたしのせなかのからのなかには、
かなしみが、いっぱいつまっているのです」 
 すると、おもだちのでんでんむしがいいました。 
「あなたばかりではありません。わたしのせなか
にも、かなしみはいっぱいです」と。 
 つぎつぎとおともだちにききました。そして、
きがつきました。 

「かなしみは、だれでももっているのだ。わた
しばかりではないのだ。わたしは、わたしのかな
しみをこらえていかなきゃならない」と。 

講演の結びに「子どもたちが人生の複雑さに耐
え、それぞれに与えられた人生を受け入れて生き
ていく。やがて、一人一人がこの地球で平和の道
具になっていくために」と話した。 

 

 

「U」＝「雲悠々…雲のように自分らしい形で自由に生きる」 
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◇ この広報紙は、一般財団法人髙橋貞子記念会のご遺贈⾦で発⾏しています。 
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【巻頭言】 特養ホームのハラスメント・・・ 
公益財団法人Ｕビジョン研究所 理事⻑ 本間郁子 

 



  

■ 1月10⽇（⾦）運営会議・U-vision News 編集会議 

■ 1月14⽇（火）厚⽣労働省⽼健局⻑ 大島一博氏に要望書提出・説明 

■ 1月15⽇（水）〜17⽇（⾦）祝の郷 第1回認証審査 

■ 1月29⽇（水）〜31⽇（⾦）豊寿園 第2回認証審査 

■ 2月10⽇（月）祝の郷 第1回認証最終審査会 

■ 2月18⽇（火）豊寿園 第2回認証最終審査会 

■ 3月16⽇（月）予算理事会（書⾯にて） 

■ 3月25⽇（水）愛媛県庁訪問（祝の郷認証結果報告書提出、説明） 

■ 3月26⽇（木）祝の郷 第1回認証授与式 

■ 3月27⽇（⾦）豊寿園 第2回認証授与式 

相談件数   1月〜3月 11件 

Ｕビジョン研究所に取材が増えてきたワケ！！ 

 2019 年夏ごろから急に取材が増えてきた。週刊誌・専門誌・ジャーナリスト・新聞…など。 
 その内容はすべて「⽼⼈ホームの選び⽅」なのです。 
⽼⼈ホームの選び⽅で⼈⽣の幸・不幸が左右されることが分かり、間違えないための選び⽅を 
市⺠はようやく意識し始めた。お⾦があってもなくても不安がある。それは、質の⾼いサービス 
を提供しているところはどこか？ということ。 
 ⽼⼈ホームはもはや黙っていても⼈が来る時代ではなくなってきている！！！ 
良くしなくてもお客さんは来る時代は終わりそうだ！ 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

                新型コロナウイルス！！！ 
 世界中で新型コロナウイルスの感染拡大が⽌まらない。「治療法が⾒つかっていない、潜伏期間
が 2 週間ほど」ということで、⾼齢者や持病のある⽅は重症化し死に至ることもあると報道され
ている。暖かくなったら消滅することもないようだ。治療法が早く⾒つかり、ワクチンができる
こと、私たちが今やっていることを今後も⽇常的に⾏えるようにすることが重要になってくる。
介護施設の職員は⽇々緊張の連続で仕事をしていると思う。⾃分よりも利⽤者を⽀えなければな
らないという使命感なしにはできない。職員と医療従事者の⽅に⼼より感謝します。 

 Ｕビジョン研究所では、「新型コロナウイルス対応・対策 介護⽼⼈ホームで今できること」と
題してホームページの「お知らせ」より随時情報を発信しております。 

厚⽣労働省⽼健局⻑ 大島一博氏に要望書提出・説明    

 2020 年 1 月 14 ⽇同⾏したのは、U ビジョン研究所の理事脊山氏、評議員土屋氏、認証取得
施設の社会福祉法⼈愛⽣福祉会常務藤田氏、世田谷区特養ホームの常勤医師で U ビジョン研究
所の評議員でもある石飛先⽣、同じく特養ホームの常勤医師本多先⽣の 6 名で説明を⾏った。 
10:30〜11:20 までの⻑い時間を割いてくださり、特養ホームの要介護度 3 以上の入居となっ
た、平成 27 年度からどう変ってきたのかを統計などを通して説明し、さらに、年々増加してい
る施設の虐待防⽌に実効性のある対応、対策の提案を⾏った。 

要望書の詳細はＵビジョン研究所ホームページに掲載 
 

 

活動報告活動報告活動報告活動報告 
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 S さんが 2 月の下旬に、亡くなられたことがわかりました。 
私と出会ったのは 1996 年頃に「家族のホンネ」の取材に応
じてくれた 1 人でした。それから、ずっとずっと私の活動を 
24 年間も⽀え続けて下さいました。U ビジョンの創設は市⺠
が最も期待している活動だと毎月、ご寄附してくださってい
ました。年に 3 回は訪ねて話しをたくさんして、今度は 4 月 
に伺います。と約束していました。享年 99 歳。 
 感謝とご冥福を心より祈ります 
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特特特特養養養養ホームのホームのホームのホームの入所申込者状況入所申込者状況入所申込者状況入所申込者状況    

約約約約 29292929 万人万人万人万人    

 2019（令和元）年１２月２５⽇に厚労
省⽼健局⾼齢者⽀援課は、各都道府県が平
成３１年４月１⽇時点で特養ホームの⼊
所申込者の状況を公表した。２９万２４８
７人となった。 
最も多い県は、１．東京都が 25,811 人、
２．神奈川県が 15,723 人、３．兵庫県が
13,895 人、4.大阪府が 13,736 人、5.北
海道 11.663 人。最も少ない県は、１．徳
島県が 1,281 人、２．和歌山県が 1,677
人、３．石川県が 1,722 人、４．佐賀県
が 1,882 人、５．鳥取県が 2,016 人であ
った。 

情情情情 
報報報報 ああああ れれれれ

ここここ 
れれれれ 

特特特特養養養養ホームがホームがホームがホームが空空空空いているいているいているいている    52.652.652.652.6％％％％ 

 全国⽼人福祉協議会が公表した第 9 回全
国⽼人ホーム基礎調査報告書（2017 年度実
績）によると、人材不⾜もあり空いていると
いう施設が 52.6％あったということが分か
った。 
 ⼊居申込者が約30万人いるという情報が
ある中で、空きがあるという施設の情報では
市⺠にとって、どのように理解すればいいの
か分からない。厚労省と⽼施協の議論をした
上で特養ホームの建設は進められるべきだ
と思う。 

    高高高高知県知県知県知県いのいのいのいの町町町町のののの町立町立町立町立のののの老健老健老健老健「「「「仁淀清流苑仁淀清流苑仁淀清流苑仁淀清流苑」」」」でででで事故相次事故相次事故相次事故相次ぐぐぐぐ    

 2020 年 2 月 6 ⽇、⾼知県吾川郡いの町⽴の介護⽼人保健施設「仁淀清流苑」で２月に⼊
り、転倒により９０代⼥性が死亡、８０代⼥性が⼊院する事故が起きていたことが分かった。
６⽇のいの町議会臨時会で池⽥牧⼦町⻑が報告した。 
（いの町では町⽴の特別養護⽼人ホームで 2019 年に職員 9 人が⼊居者 7 人への虐待が明ら
かになっている。町⽴という⾏政が直接管轄し、監査の権限を持つところでの相次ぐ不祥事
に対して、⾼齢者が安心して安全に暮らせる保障をどうしていくのか住⺠がしっかりと訴え
ていってほしい。報告だけで終わり、本当に住⺠にニーズに応えられるような施設になって
いくとは限らない。） 

 

追悼追悼追悼追悼    
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施施施施設設設設におけるにおけるにおけるにおける高齢者虐待高齢者虐待高齢者虐待高齢者虐待はははは増加増加増加増加    

 厚労省は 2019（令和元）年 12 月 24 日に 2018（平成 30）年度の「⾼齢者虐待の防⽌、
⾼齢者の養護者に対する⽀援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果を公表
した。それによると、施設の虐待数は 621 件（前年度 510 件で 111 件増えた）。相談・通
報件数は 2,187 件（前年度 1,898 件で 289 件増えた）。また、過去に何らかの指導等（虐待
以外の事案に関する指導を含む）を受けていたところが 621 件のうち、200 件と増え、過去
にも虐待事例が発⽣していたケースが 20 件あった。 
 施設の中でも、特養ホームが 217 件（34.9％）で最も多く、次に有料⽼⼈ホームが 143
件（23.0％）、グループホームが 88 件(14.2%)、⽼健が 50 件（8.1％）であった。 
 虐待で最も多かったのは、身体的虐待で 533 ⼈(57.5％)、⼼理的虐待が 251 ⼈(27.1%)、
介護等放棄は 178 ⼈（19.2%）であった。（複数回答可） 
 虐待された⾼齢者のうち、身体拘束があったのは 203 ⼈（21.9％）。 
（年々増えていく虐待に対して、具体的対策が⾒られない。⻑⽣きしても不安は⼤きい） 

新新新新潟県潟県潟県潟県のののの特特特特養養養養ホームホームホームホーム１１１１施設施設施設施設でででで 58585858 人人人人がががが

虐待虐待虐待虐待をををを受受受受けるけるけるける    
 新潟県の公表で、2018 年度に１施設だけ
で、58 ⼈が虐待を受けていたことが分かっ
た。ナースコールをはずすなどしていた。 

三三三三重県伊勢市重県伊勢市重県伊勢市重県伊勢市のののの特養特養特養特養ホームホームホームホーム    

傷害事件傷害事件傷害事件傷害事件でででで逮捕逮捕逮捕逮捕    

伊勢市にある社会福祉法⼈慈恵会の特
養ホーム「正邦苑静乾」で、1 月 26 日、
午前 4：35 分ごろ、84 歳の利⽤者を投げ
飛ばして、⼤腿骨骨折で⼤けがを負わせ、
夜勤の⼥性（24 歳）が逮捕された。 

「認知症で徘徊するのでイライラして
やった。私の仕事の邪魔ばかりして懲らし
めてやろうと思った」と供述している。 

大大大大阪府阪府阪府阪府 1111 年年年年間間間間のののの施設外研修施設外研修施設外研修施設外研修ゼロのゼロのゼロのゼロの    

施設施設施設施設がががが 55.555.555.555.5％％％％    

 ⼤阪府⽴⼤学⼈間社会学部の⿊⽥研⼆教
授と⼤阪府社会福祉協議会の調査によると、
昨年 1 年間で施設外研修に参加した⼈はゼ
ロが 55.5％だったことが分かった。また、
自主的に研修に参加した⼈もゼロで 71.3％
に達した。（⼈⼿不⾜だからということを理
由にしてほしくない。知識・技術を⾼めるこ
とは利⽤者⼀⼈ひとりのサービスの質を⾼
めるために必要不可⽋だから。） 

人人人人材確保材確保材確保材確保のののの状況状況状況状況    

 介護事業が介護職員を採⽤する際に⺠間職
業紹介事業者に払った⼿数料が 1 件当たり全
国平均 50 万 1 千円だったことが 2020 年 1
月 28 日、厚労省の委託調査で分かった。⾼額
を払っても採⽤から 3 か月でやめた数は
28.2％、6 か月で辞めた⼈は 38.5％で、定着
しない実態が明らかになった。（出典：厚労省
職業安定局需給調整事業課。医療・介護分野
における職業紹介事業に関するアンケート調
査による 令和元年 12 月） 

    介介介介護保険制度護保険制度護保険制度護保険制度のののの継続継続継続継続にににに懸念懸念懸念懸念    

2020 年 3 月 29 日に共同通信社が、介護 
保険 20 年を機に、都道府県庁所在地と政 
令市の合計 52 自治体にアンケート調査し 
た結果を発表した。 

介護保険の存続について、50 自治体のうち、「懸念する」が 16、「どちらかといえば懸念す 
る」が 33、「どちらかといえば懸念しない」が１、と答えたことが分かった。 
理由としては、⼈⼿不⾜、サービスの利⽤増加、費⽤の膨張が挙げられた。 

 



  

                                                                認証施設便り 
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           三原三原三原三原    岳岳岳岳    (ニッセイ基礎研究所 保険研究部 主任研究員 )    

 

 日光は最強の防腐剤――。ノーベル経済学を受賞したスティグリッツの書籍には、こんな一節
があります（『世界を不幸にしたグローバリズムの正体』）。この⾔葉はＩＭＦ（国際通貨基⾦）
の秘密体質を批判する一環で使われており。情報開示を「防腐剤」と形容しつつ、情報開示によ
る社会との対話が重要と強調しています。 
こうした指摘は介護施設を含めた全ての組織に共通しています。社会との接点が切れると、「組
織の常識が社会の非常識」という状態が作り出され、社会から批判されるような不祥事が⽣まれ
やすくなるためです。 
 Ｕビジョン研究所の認証は社会との対話を確保する助けになると考えられます。社会に開かれ
た介護施設が今後、もっと増えて欲しいと思っています。 
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ご寄附 
状況 

2019 年 12 月 16 日〜2020 年 3 月 31 日現在 寄附⾦額 345,000 円 
（2019 年 4 月〜2020 年 3 月 31 日 総額 2,366,000 円） 

 岩田喜美枝様、中村信子様、宮城サカエ様、本間郁子様、他匿名 3 件 
 皆様の温かいご支援に感謝し今後の活動に役⽴てていきたいと思います。 
 ありがとうございました。 
 

       賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員としてとしてとしてとして UUUU ビジョン研究所の活動を支えてくださいビジョン研究所の活動を支えてくださいビジョン研究所の活動を支えてくださいビジョン研究所の活動を支えてください    

賛助会員年会費   個人・一口  10,000 円   法人・一口 100,000 円 

個人賛助会員： 40 名 
法人会員：10 法人 

 

＊株式会社ＳＮ⾷品研究所（⼤阪府）＊社会福祉法人⽣活クラブ（千葉県）＊社会福祉法人崇⼭会（群⾺県） 
＊社会福祉法人愛⽣福祉会（高知県）＊社会福祉法人天雲会（熊本県）＊社会福祉法人晋栄福祉会（⼤阪府） 
＊社会福祉法人プレマ会（神奈川県）＊社会福祉法人霞会（茨城県）＊社会福祉法人高崎倶楽部（群⾺県） 
＊社会福祉法人隆⽣福祉会（⼤阪府） 

 

会員会員会員会員    

募集募集募集募集 

 

 

 
 

豊寿園豊寿園豊寿園豊寿園    

「「「「アワードアワードアワードアワード受賞受賞受賞受賞」」」」    

第 2 回認証審査にて、５つのカテゴリ
ーが最優秀賞のＵビジョン研究所アワ
ードを受賞いたしました。 
職員 1 人ひとりの誠実さとやさしさ、
人間としての温かさによる介護サービ
スの質の高さによるものです。  

 
 

祝祝祝祝のののの郷郷郷郷    

「「「「第第第第 1111 回認証審査回認証審査回認証審査回認証審査」」」」    

2020 年 1 月 15 日から 3 日間、第 1
回認証審査が⾏われました。 

開設して 5 年、紆余曲折、試⾏錯誤を
繰り返しながら全職員が一つの⼤きな
目標に向かって全⼒を尽くした。職員
の努⼒を讃えたい！！ 

 



現在「９つの基金」があります現在「９つの基金」があります現在「９つの基金」があります現在「９つの基金」があります        ※※※※100100100100 万円以上ご寄附された際に万円以上ご寄附された際に万円以上ご寄附された際に万円以上ご寄附された際に基金基金基金基金設立設立設立設立ができますができますができますができます。。。。    

遺贈金遺贈金遺贈金遺贈金    

 

 

 Ｕビジョン研究所役員名簿Ｕビジョン研究所役員名簿Ｕビジョン研究所役員名簿Ｕビジョン研究所役員名簿     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基  金  名 目   的 

1、ジャック・ユンクイアン基金  評価者育成・支援のため 

2、中村尚史基金  認証施設のアワード 

3、中村信子基金 

高齢者・障がい者生活施設で暮らす人たちが、個人として尊重され、

安心して安全に生活できるようにするため 

4、管理費充当基金 

 赤字になって運営に支障をきたす状況があった場合、災害、盗難な

どの被害、機器などが破損などして使用できなくなった場合も含む 

5、公益事業基金 

 事業拡大：自治体や社会福祉法人、民間企業などへ認証及び講師派

遣などの提案や説明のための旅費を含む 

6、本間政雄基金 今後も安定的に運営されるために、法人会計が赤字の場合に使用 

7、本間勇治記念Ｕビジョン応援基金 今後も安定的に運営されるために、法人会計が赤字の場合に使用 

8、本間政雄しあわせ基金 今後も安定的に運営されるために、法人会計が赤字の場合に使用 

9、本間政雄記念悠々基金 今後も安定的に運営されるために、法人会計が赤字の場合に使用 

公益財団法人 Ｕビジョン研究所 
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-3-18 ビラ・モデルナ A-405 
TEL０３（６９０４）４６１１ FAX０３（３４０７）６０５５ 

u-vision@diary.ocn.ne.jp 
事務局受付時間：⽉〜⾦ １０：００〜１７：００ 
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♪事務局便り♪♪事務局便り♪♪事務局便り♪♪事務局便り♪    

 昨年の 12 ⽉末日で、事務局の稲垣が退職いたしました。私個人、同年代の⽅とお仕事するのが初めてで
とても新鮮で刺激を受けました。とてもクリエイティブでＵビジョン研究所に新しい風をたくさん吹かし
てくださいました。認証はどんなに⼤切で、どうやって認証「悠」を増やしていくか。Ｕビジョン研究所
について何度熱く語ったことか。新しい環境への旅⽴ちですが、稲垣さんの思いをＵビジョン研究所のこ
れからに引き継いでいきたいと思います。本当にありがとうございました（岩崎） 
♡編集後記♡♡編集後記♡♡編集後記♡♡編集後記♡ 

認証評価で施設に伺いいろいろな場⾯を観察していると同じように⾒える場⾯でも⼊居者や職員が違う
と、当たり前ですが異なる雰囲気で同じということはありません。介護は創造が伴い、悩みながら新しい
ことを知り、⼯夫し進化していくのでしょうね。次々に壁は⾼くなっていきますが現場の叡智と実践⼒、
そして多職種の連携がキーポイント。新しい風が追い風となって応援しています。（是枝） 

理事 本間 郁子（理事長）、脊山 静子（副理事長）、是枝 祥子、髙砂 裕子 

評議員 石飛 幸三、中村 信子、土屋 敬三、三原 岳 

監事 鈴庄 一喜 

 

遺贈者名 用途 

一般財団法人髙橋貞子記念会 広報紙・パンフレット等の発行に使用 
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