
 

 

 
 

   

 介護保険制度は年々複雑で分かりにくく、誰か
を頼らずには理解することも利⽤することもで
きない。サービスを提供する側は説明義務がある
ため、きちんと説明しているが、複雑な内容で理
解できるとは⾔い難く、説明＝理解ではなく、良
くわからないまま、時には同意書にサインしてし
まう。 
 特養ホームに関して⾔えば、運営に税⾦が
50％投⼊され、多額の建設補助⾦も出ている。税
⾦も免除される理由として、営利目的ではなく、
利⽤者の⼈権を守り、⽣活の質を⾼めるために運
営する法⼈として公的役割を果たせるようにと
いう目的がある。しかし、本⼈が個室を希望して
も、家族が不⾜分を負担するか、4 ⼈部屋に⼊ら
ざるを得ない⼈が多数いる。それは、施設が減免
制度（⾏政と施設が負担）を導⼊せず、お⾦の払
える⼈を優先して受け⼊れている表れである。と
は⾔っても導⼊は義務ではなく任意であるため
法律に抵触はしない。 
 利⽤者が毎⽉⽀払う料⾦もどんどん複雑にな
り、ほとんどの利⽤者や家族は黙って⽀払ってい
る。その複雑さの原因となっているものの一つに
加算がある。加算を取得しているところはサービ
スの質はどれくらい⾼いのか、実証さえされてい
ない。施設選びにも役⽴っているとは思えない。
加算のメリットは誰が受けているのか。事業所も
煩雑な⼿続きや要件を満たすために業務量が増
え、⼈材不⾜の要因にもなっている。 

 

 特養ホームは精神面も身体面も⽣活すべてを
⽀援するところである。利⽤は⾼齢者も理解でき
るようにシンプルにすべき。例えば、①要介護度
の区分を廃⽌し一律にする。②利⽤料は年⾦など
の所得の○割とする。③運営基準の一部はその⼈
らしい⽀援に対応できるよう柔軟に運⽤できる
ようにする。 
 要介護３以上の⼈で自ら選択できる⼈は極端
に少ない。判断できる⼈も納得ではなく説得され
て⼊居することが多い現状を重視し、⾼齢者に分
かり易く、第三者で担保する評価や認証で安⼼と
安全を保障する制度を確⽴し義務化する。シンプ
ルで質が保証される制度でなければ、市⺠はお⾦
を払わない。 

天皇陛下御即位の国⺠祭典で歌われた 
奉祝曲「Ray of  Water」 一部 

《はじめはどこかの 岩かげにしたたり 落ちた
ひとしずくの ⽔が平野流れ 
やがて研ぎ澄まされ 君をうるおし 鳥たちをは
ぐくみ 花たちとたわむれ 
あの大河だって はじめはひとしずく 僕らの幸
せも 大河にすればいい 
〜まるでひとしずく 静かにつながって 確かに
つながって》 
 

この一滴の⽔は「あなたの笑顔」 

 

「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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【巻頭言】 ⾼齢者に分かりやすい介護保険制度へ！ 
公益財団法人Ｕビジョン研究所 理事⻑ 本間郁⼦ 
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■     ■新型コロナウィルスの影響によりすべて延期となりました   
事務所の勤務体制   Ｕビジョン研究所 新型コロナ感染防止の対応 

◆2020年4月2日（木）より 15分早く退社。 
◆2020年4月6日（月）より、週2回出勤（契約が基本週2回以上）で10：00〜16：00の勤務。
賃⾦は 17：00までの分支給。 
有償ボランティアの方は5月いっぱい休むよう要請。 
◆2020年4月13日（月）〜国及び東京都の緊急事態宣⾔に伴い、事務所を原則5月6日まで休業。
在宅でできる仕事をしてもらいつつ、賃⾦の6割を支給すると伝える。有償ボランティアの方は、
さらに5月末まで休むことを要請。 
◆2020年5月6日（⽔）緊急事態宣⾔が延⻑5月31日までに。週1回の出勤（16：00まで）、他出
勤日は休業。休業日も理事⻑以外は満額支給。雇⽤調整助成⾦や持続化給付⾦の申請準備。 
◆5月25日（月）緊急事態宣⾔解除。しかし、安全確保のため5月31日まで10：00〜16：00勤
務を継続。 
◆6月1日から通常勤務。 

ホームページや認証「悠」及び法人会員への情報提供 
緊急事態宣⾔からUビジョン研究所のホームページ「お知らせ」に、新型コロナ対応・対策につ
いて情報提供しました。 

 

 
 
 
 
 
 
    

    
 自粛生活自粛生活自粛生活自粛生活のののの様子様子様子様子・・・・学学学学んだことんだことんだことんだこと    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

〜 新研修プログラム 〜  

ハラスメント防止法・体制の作り方 
〜職員の⼈権を守り、働きやすい職場環境を作る〜 

3 つのパワーハラスメント・セクシュアルハラスメント・妊娠、出産、育児休業等への 
ハラスメントについて全職員の意識を⾼め、より良い職場環境を作っていくために 

事例を挙げて分かりやすく説明します。 

 

 

活動報告活動報告活動報告活動報告 
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2 丁目公園  

いいねいいねいいねいいね！！！！567567567567 件件件件    

・U ビジョン研究所事務局スタッフが手作りマスクを 
従業員、家族にまでプレゼントしてくださいました。 

・⽼後は不要不急の日常。楽しく⽣活を過ごすために、 
何をしたいのか、できるのかを考える機会になった。 

・掃除を極めた。 
・子どもと公園で⾒つけた、星とハート。 
・この機会にゆっくり休養した。 
・パソコンの勉強・ピアノのレッスンのアプリを入れた。 
 何れも三日坊主。 

相談件数   4 月〜6 月 8 件 

 今回の熊本豪雨災害で甚大な被害を受けた熊本県人吉市に、認証「悠」施設龍生園があります。

施設は無事でしたが、職員の一人が濁流に流されて亡くなられました。 

心よりご冥福をお祈りいたします。職員自宅など 25 名が浸水などの被害を受けました。 

 評価者の八木未子さんが沖縄のお菓子を、本間は「1 日のビタミンゼリー」3 箱 144 本を被災

した龍生園職員に送付しました。 
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・⾳楽を良く聴くようになった。「アレクサ(AI アシスタント)、〇〇聴かせて！」とリクエスト
して再生してもらう。掃除をするときは、「ユーミンお願い！」と、すると気分よく捗る。 
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新新新新型型型型コロナコロナコロナコロナ感染感染感染感染のののの予防予防予防予防などでなどでなどでなどで介護事業所介護事業所介護事業所介護事業所がががが休業休業休業休業    

 厚労省は 2020 年 4 月 20 日に、介護事業所の休業状況調査結果を公表した。通所・短期系
では、47 都道府県で 858 事業所、訪問系が 51 事業所、休業した。 
 その内、要請休業は通所・短期系で２事業所、訪問系はなし。だった。 
新型コロナ感染の予防のために自主休業したところが通所・短期系で 843 事業所、訪問系で
49 事業所となっている。⼈⼿不⾜による休業は、通所・短期系で 13 事業所、訪問系で２事
業所であった。 
（感染予防のために、利⽤者自ら自粛して利⽤を控える⼈もいるが、事業所が自主休業すると
いうことの理由は、利⽤者や、家族のためなのか、事業所のリスクを考えて休業したのかでは、
介護の社会的役割を果たしている休業なのかが問われることになる。） 

情情情情 
報報報報 ああああ れれれれ

ここここ 
れれれれ 

名名名名古屋市古屋市古屋市古屋市のののの社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人「「「「大幸福祉会大幸福祉会大幸福祉会大幸福祉会」」」」

8,4008,4008,4008,400 万円万円万円万円のののの不正受給不正受給不正受給不正受給 

 2020 年 5 月の報道によると、2018 年 3 月か
ら 1 年間に渡り、社会福祉法⼈「⼤幸福祉会」
が運営する２つの特養ホームで、配置基準より
も少ない職員にも関わらず、基準を満たしてい
ると偽り書類を作成して 8,700 万円の介護報酬
を受け取っていたことが、内部告発で明らかに
なった。 
 名古屋市は 6 カ月の新規入居者の受け入れ停
止、介護報酬 3 か月 3 割減額の⾏政処分を⾏っ
た。 不正に受給した介護報酬と加算分は返還
された。（内部告発がなければ誰のチェックの目
もなく、もしかして不正は永久に発覚されなか
った可能性がある。これが、国⺠の税⾦や保険
料で運営している施設の実態の⼀つ） 

面面面面会禁止会禁止会禁止会禁止→→→→退居退居退居退居しししし在宅介護在宅介護在宅介護在宅介護へへへへ    

 7７歳の⺟親は脳梗塞で左半⾝⿇
痺と意識障害が残った。⽼⼈ホーム
に入居したが、新型コロナ予防のた
め面会禁止。ほぼ毎日訪ねて⿇痺し
た⾝体をマッサージしていたがそれ
ができなくなり、筋肉や関節のこわ
ばりが出てきた。これでは、症状が
悪化し取り返しのつかないことにな
ると判断し、自宅介護を決意。 
 医師からは在宅介護は難しいと⾔
われたが、「屋外であっても面会がで
きない状態が続き、⺟は建物の中に
閉じ込められた。感染リスクを抑え
るという施設の対応はしかたがな
い。でも⺟親と会えない日々は本当
にしんどい」 

    特特特特別養護老人別養護老人別養護老人別養護老人ホームにおけるホームにおけるホームにおけるホームにおける第三者評価第三者評価第三者評価第三者評価のののの受審率受審率受審率受審率    
    

年 度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 
受審率 6.20％  6.41%  6.36％  6.35%  6.31% 

 特養ホームの第三者評価は年々減少。6.31％の受審で第三者評価は適切な運営していると⾔
えるのだろうか。 



 

    

公公公公選法違反選法違反選法違反選法違反でででで特養特養特養特養ホームホームホームホーム元施設長元施設長元施設長元施設長    有罪判決有罪判決有罪判決有罪判決！！！！からからからから学学学学ぶぶぶぶ    
不在者投票不在者投票不在者投票不在者投票でででで、、、、投票投票投票投票をををを偽造偽造偽造偽造したしたしたした。。。。    

    

  2019 年 4 ⽉の福井県知事選で福井県の特養ホームにおいて元施設⻑が、施設内で実施した 
 不在者投票で、偽造したとして有罪になった。 
 逮捕されたのは元施設⻑と職員 4 人で、2020 年 3 ⽉ 26 ⽇、元施設⻑に有罪、罰⾦ 30 万円の 
 判決が言い渡された。公選法違反で逮捕されたのはこれが初めてではなく、これまでも数カ所 
 でありました。 
  それをフローチャートにして、防止するための対応をしてください。 
 特に法人においては、社会福祉法人から議員を出そうという動きの中で、そのような事件に発 
 展することもあり、注意が必要です。 
  なお、認証審査においても人権に係ることのため、調査票に反映させる予定です。 
 
 
    2019 年 4 ⽉              施設を経営する社会福祉法人は当時、 
    福井県の特養ホームにおいて       当時、現職候補を推薦した。 
    不在者投票を実施                   
  
                        選挙の１ヵ⽉前、現職候補の妻が施設を 
                        訪れた時、元施設⻑が施設職員に 
   誘導係：男性職員 4 人が重度認知症の    出迎えさせた。 
   入居者 5 人を会場の食堂へ誘導       
                     
                                            
  
   壁に候補者 3 人のポスターが貼られ     外形的な「うなずき」で意思を 
                        確認したことにはならない。 
   職員：現職候補を指差し、「この人？」 
      と聞く。  
                    
   利⽤者：小さく「うん」とうなずく                         
                       不在者投票に、外部⽴会⼈の制度があるが、 
                       「努⼒義務」となっており、⼿続きの複雑さ 
                       から設置しない施設がほとんど。 
   職員：意思を確認したと判断。              
                        
   あとの２候補に触れずに、代筆係の別の  現⾏法 
   職員が投票⽤紙に記名・投票完了     意思能⼒ならどの程度ならいいのか 
                       という判断があいまい。 
                        
   ＊多くの施設は⾃筆できる人に限り投票、重度認知症の人は投票していない。 
    課題：⾃筆できる人に限るというのは、不正を起さない確実な⽅法であるが、 
    権利擁護の観点からは意思が尊重されているとは思えない。 
    外部⽴会人の設置⼿続きの⾒直しが必要なのと、第三者（専門職など複数） 
    の⽴ち合いをすることで、利⽤者の権利を守りながら不正を防ぐ努⼒は現時 
    点でもできるのではないか。 
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風評被害から感染者を守る為に… 
 

 

 

  新型コロナの発生に伴い、風評被害で苦しむ人も増えています。私たちは人権を守る為に、 
 そのような風評被害という差別や偏⾒からその人達を守ることが⼤事だと思います。 

下記内容を検討し、ホームページや居宅⽀援事業者、利⽤者家族に送付してください。 
安心と安全を保証する一つの役割だと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 5 

 

ご寄附 
状況 

    2020 年 4 月 1 ⽇〜2020 年 6 月 29 ⽇現在 寄附⾦総額 320,000 円 
     人権宣言活動寄附 110,000 円  

    小田知宏様、本間郁子様 
    一般寄附 210,000 円 
  宮城サカエ様、新垣美智子様、山崎泰彦様、本間政雄様、本間郁子様 他匿名 5 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： 38 名 
法人会員：9 法人 

 

＊社会福祉法人愛生福祉会（高知県）2 口 ＊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 

                    利⽤者と職員及び職員の家族を守ります。 
    

    私たちは、利⽤者が万一、新型コロナに感染し、あるいは⼊院したとして
も、医療機関で回復したと判断された場合は、その人を拍⼿で回復を祝い、
一緒に喜びます。他の利⽤者から偏⾒や差別が起きないよう、最善の努⼒を
尽くします。 
 デイサービス、ショートステイにおいても、医療機関で回復したと判断さ
れた場合は、快く利⽤して頂くために最善を尽くします。 
 私たち法人は、職員及び職員の家族が万一、新型コロナに感染した場合に、
感染を拡⼤、まん延させないための防⽌策を可能な限り⾏います。が、その
人が医療機関で回復したと判断された場合は、その人の職場復帰を拍⼿で祝
い、一緒に喜びます。職員同⼠で偏⾒や差別が起きないよう、最善を尽くし
職員を風評被害から守ります。 
                                                                            

                                                                                                                                                                                        2020202020202020 年年年年        月月月月    日日日日    

    

                                                                                    施設長施設長施設長施設長                                            

 



 

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        

 2020 年 7 月、新理事に村木太郎氏が就任されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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♪    

 手首に湿布をしていたら(テニス・ゴルフの練習のし過ぎ(>_<)）、3 歳の孫に、「ここどうしたの？いつ
したの？痛くないの？」と心配された。まだまだ赤ちゃんとばかり思っていたので、心配される側になる
とは思ってもみなかった。人を労わる気持ちをこれからもずーっと育てていってほしいと願うばかり。（原） 
♡編集後記♡♡編集後記♡♡編集後記♡♡編集後記♡ 

新型コロナの感染防⽌の影響でいろいろな知恵や⼯夫をしながら現場は利⽤者の⽣活を⽀えています。
不安がいっぱいのなか、浴室から利⽤者と職員の歌と会話が聞こえてきました。ほっかりと現実を突き抜
けてしまったような時間が感じられ、浴室の前で足を⽌めた。介護の質は感性と知性がクロスしてできて
いるのでしょうね。どのような状況でもガンバル職員にエールを送りたい。（是枝） 

★★★★Vol.31Vol.31Vol.31Vol.31 発行部数★発行部数★発行部数★発行部数★ 250 部 

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 

村木 太郎 

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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